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エスペラント

一月號
DUDEK JAROJ

Per tiu ĉi numero nia revuo enpaŝas la dudekan jaron 
de sia ekzisto. La ekzistado tra dudek jaroj por periodaĵoj 
signifus eble nenion mirindan eĉ en nia Esperantujo.

Ni prenu la Jarlibron de UEA, 1920, en kiu jaro aperis 
la unua numero de nia revuo; ni povas el ĝi citi pli ol 
dek nomojn de gazetoj, kiujn ni povas trovi ankaŭ en la 
Jarlibro de IEL,1938. Sed se temas pri senripozeco aŭ 
pri reguleco de la eldonoj, oni scias, ke ne ĉiuj Ĉi tiuj 
dekkelkaj gazetoj estis tute senmankaj, dum nia revuo 
aperadis tute regule, ĉi eldoniĝis numero post numero, 
neniam havante numermankon nek u duopan numeron r, 
same kiel tempo fluas monato post monato kaj neniam 
sekvas januaron marto nek okazas februaro-marto en unu 
monato. Oni devas rememori, ke intertempe okazis tiu 
katastrofa tertremo de la unua de septembro, 1923, kiu 
preskaŭ detruis la tutan urbon de Tokio. Eĉ tiam ĝi 
tuj levis sin el la ruino, kiel la fenikso el sia cindro, 
ĉia oktobra numero aperis en oktobro, malfruigante nur 
je duonomonato ol en Ia ordinara monato malgraŭ ke, 
oni apenaŭ trovis presejojn en Tokio. Ĝi aperas ĉiu
monate tiel akurate, kiel la japanaj vagonaroj- (Mi eble 
devus komenti tion por la alilandaj samideanoj, menciante 
la fakton, ke ĉe la japanaj fervojoj malfruiĝo je unu 
minuto de alveno de vagonaro al stacio estas rigardata 
"sufiĉe grava akcidento " !)

Ni ŝuldas tiajn admirindaĵojn al niaj neniam lacigeblaj 
antaŭuloj, laŭnome, s-roj Ossaka, Okamoto kaj aliaj 
sindonemaj samideanoj, kiuj fervore helpis ilin・ S・ro 
Okamoto forlasis sian postenon en la antaŭlasta jaro, kaj 
s-ro Ossaka lastan jaron. Preninte sur min la tutan 
respondecon de la redaktado de nia organo, kiu havas 
tian brilan historion, mi sentas min tro peze ŝarĝita, ĉe 
la sperto de la lasta unu jaro. Mi tamen provos per mia 
tuta eblo gardi la transdon让an tradicion, ĝis kiam mi 
cedos ĝin al la sekvanta generacio-

(Mijake^Ŝihej)



La Revuo Orienta第20年記念特輯

誌上座談會「そのころを語る」

エスペラント學習の動機一學習

の方法一エピソードーホマラニ

スモー民族蕙^裁一外 語問題

三宅大正8年12月,日本エスペラント學 

會が，日本エスペラント協會のあとを襲って, 

創立され，翌9年の1月に,機關誌 

Revuo Orienta ”が創刊されました。これは,

昨年——昭和13年1月,厂エスペラント」と 

合併され,日本語名を厂エスペラント」,エス 

ペラント名を"La Revuo Orienta nとしま 

したが,これが,ことし昭和14年1月をも 

って,第20年に達することになりました。

すぎさった方をかえりみますと，いぶん 

いろいろなこともありましたヵ',とにかく, 

學會も今日の成長を見ることができました。 

この學會の成長，それは,日本エスペラント 

運動そのものの成長のsimboloであります 

が,これは,一つにはこの長い年月にわたる 

小坂さんや，これを補佐された岡本さんのた 

ゆむことなき指導のよろしきを得たこと,ま 

た蔭にあって,こっこつと學會の財政の堅き 

を築きあげられた三石さんのいわば「緣の下 

の力持ち」的努力の大きかったこと,その他, 

學會へ對し直接に勞力を奉仕された有名無名 

の戰士——そのもっとも大きな例は,1〇年に 

近い年月を電車賃まで自辨で每日學會に來て 

事務にあたってくださった龜崎隹子孃であり 

ますが,それらの方々の献身的な御盡力のお 

かげであることはゆうまでもありませんが, 

一面には,また,會員諸氏の大きな御支持が 

あったからであります。

その會貝のうちでも，學會創立前後に入會 

された會員の御協力こそ,特に,かぎりなく 

大きなものであったことを擧げなければなり 

ません。もちろん,協含時代の黑板先生や千 

布さん，學會創立にあたって協力された淺井 

さん,藤澤さんなどの御努力は忘れられてな 

らないし 丘淺次郞博士,野原休ー，月本喜 

多治，高橋邦太郞,佐々城佑のかたがた，そ 

のほか,30年のながいあいだ1日としてかわ 

ることなくエスペラントのために盡して來ら 

れた長老に對しては尊敬をいいあらわすにた 

る言葉を知りませんが,これを個人としてで 

なく,ひとつの時代 genera&〇としてみ 

まするとき，この學會創立前後に入會された 

人々こそ,日本のエスペラント運動を曲］紀的 

に前進させた,非常に大きなfaktoroであっ 

た一今日もそうであるといってよいとおも 

います。

それらの人々の參加が學會創立の機運を醸 

させ，また學會を創立させたような機運力;， 

さらに,新しい會員を參加させた一そして, 

それらがかたまって,ひとつの情熟となって, 

運動を前進させたといってよいのではないか 

とおもいます。がが】その情熟とゆうのも, 

熟しやすくさめやすいそれではなく,いつま 

でもさめることのない，恒星の熟のようなそ 

れであります。そのことは，これから汩話し 

ねがうかたがたの顏ぶれと,そのお話を聞い 

ていただけば,よくわかることとおもいます。

それゆえ,ここに『そのころを語る』とも 

うしましても,それは,いたずらに古いこと 

をおもいだすだけの，懷古的な氣持からでな 

くて,もう一度,最初の出發點をかえりみる 

ことによって,今日の時局にあたって,より 

一膚强い步調で前進してゆくための,ひとつ 

の足がかりをつくることに役立つことを祈っ 

ていたしましたのにほかならないのでありま 

す。



ここに御參加をねがいましたのは,R・O・創 

刊の年,大正9年の前後各2年のあいだに,學 

會（その創立前は協會）に御入會になり,今日 

もなほ學會の會員であるか，または,エスペ 

ランティストとお呼びしてよいことヵ;，こち 

らにわかっているかたがたであります。

どう力、,その意のあるところをお汲みくだ 

さいまして，この座談會によき意義を御發見 

くださいますようお願いいたします。

さて,最初に，いたって月並でございます 

が,まづ，

エスペラントの硏究をおはじめになった 

切

だれに，どこで,なにで,どうゆうふう

御勉强になったか, とゆうことヵゝら,ナ6うか

がいしたいとおもいます。動機の問題につき 

ましては,今日からみての批判を加えていた 

だけると一層おもしろいとおもいます。

まず，西先生からおはじめねがいます。

西博士は，そのころ34-5歲，束北帝大の敎 

授であられました。現在は,東京帝大の敎授。 

解剖學の泰斗として,なだかい方であります 

が,エスペランティストとしては,學會の理 

事であり,醫學者エスペランティストの會と 

して,長い,輝かしい傳統を持つエスクラピー 

ダ・グルー*の指導者として ，毎年學期はじ 

めには敎室內でエスペラントの講習會を開 

き,みずから數十名の講習生を指導なさいま 

す。エスペラント關係の御著述には,一股の 

ものとして,漱石の厂ロンドン塔」のエス譯, 

スタマトフ厂心の片隅」の和譯がある他に, 

この方力;一層重要なのでありますが,御專門 

の硏究發表の論文がたくさんあります。日本 

醫學界でエスペラントが,他の分野における 

と較べものにならないほど尊重されているの 

は,先生の御努力によるところが非常に大き 

いのであります。

西成甫 動機は,ドイツ語にばかり依存し 

ていた日本の醫學界に起った大戰の影響によ 

る語學的パニックに直面したことです。書名 

は忘れましたが,丸善から英語の本を取寄せ 

て獨習しました。

三宅戰爭による窮乏が,かえってひとつ 

の國の文化の自主的な前進を刺戟することの 

あるのは,今日われわれが目のまえに見てい 

るとうりでありますヵ:,ただいまのお話は， 

時局がら,特に興味深いではありませんか。 

つぎは,吉川さんにお願いします。

吉川さんは,このgeneracioの人として 

は,かなりお年のいっている方ですが,昨年 

の秋報國同盟が出來ましたとき,それに監事 

として御參加になりましたヵ;,その報國同盟
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に對する御熟意などから見まして,當時の主 

洗力:20歲前後のものばかりであったのにた 

ちまじって，おなじ情慾をもっていられたで 

あろうことがうかがわれます。學會入會當時 

のお年は40歲,靜岡縣で縣廳の林務技手を 

なさって,治水の方面に從事しておられまし 

た。現在は,無職で,止むを得ず遊んでいる 

と言っておられます〇お名まえは,ヨシカワ• 

ヤスオとお讚みするのだそうです。

吉川貫夫 新聞や雜誌に日本語の減じて行 

くのが口惜しくて堪えられずいたとき,ちょ 

うど高橋邦太郞先生が縣廳で講義せられるこ 

とになったのを好機逸すべからずと感じたの 

でした。ついで靜岡市で小學校の校舍を借り 

て夜學校式に同先生から千布先生の厂エスペ 

ラント全程」で習學，ついで大正10年ころ, 

わたしが小田原の紡織會社に勤めておりまし 

たので小田原にもその空氣をひろげたいと思 

って學會へ照會しましたら故東宮豐達氏を指 

名せられたので知人を說得して多いときは十 

數名ありましたが,まず5-6名くらいで同氏 

を先生として大正大農災まで講習會と座談何 

をかねたような狀態でっずきました。

三宅 吉川さんのただいまおっしゃった動 

機については,あとでそれに關した問題をと 

りあげることにしておりますが,意識的に力、， 

無意識的にか，これに似た動機からエスペラ 

ントにはいった人の多かったことも，この 

generacioの一つの特性といってよいとおも 

います。

つぎは中原さん。多くのかたの術!存じのよ 

うに,京都のカニャ書店の御主人。そのころ 

は，ちょうど20歲でした。カニャ書店は, 

科學書の出版が本業でありますが，損得とゆ 

うことをはなれて，エスペラント書を多數發 

行して運動に貢献されたところが大變大きく 

あります。特に厂ザメンホフ演說集」,厂三高 

利1エス」などが初期の逹動にもたらしたもの 

は大したものであると言ってよいでしょう。 

また最近では,高瀨博士の厂化學構造と生理 

作用の關係について」のエス譯版をお出しに 

なった一これなどは,世界に誇るにたる仕 

事と言ってよいとおもいます。また,エス文 

4 (4) 雜誌厂テムポ」をお出しになっていることも, 

みなさま御存知のとうりであります。では， 

どうぞ……〇

中原脩司 京都醫專敎援廣木文學士とロ- 

マ 字問題について 論爭 し ,『現代日本にはエス 

ペラント運動か，ロ ーマ字運動か,いずれが 

最重要なるや』とゆうところから,同敎授の 

熱心なエスペラントの必要牲についての說に 

動かされて,この運動に心を向けたのでした。 

千布氏の厂全程」，ハ木氏の厂讀本」，それに 

Krestomatio,これらによって獨習しました〇 

大正7年に小坂氏の紹介で,內野仙治氏を講 

師として講習會を開いたこともあります。最 

初は小宅の二階を會場にあてましたが,その 

のち,移轉しました。

三宅 つぎは,川崎さんにお願いしたいの 

ですが，川崎さんがお話しになるまえに,わ 

たくし,司會者としてでなく,やはり，その 

ころの入會者の1人として，もうしあげたい 

とおもいます。とゆうのは，わたくしが,エ 

スペラントをはじめたのは,川崎さんと深い 

關係があるからであります。

三宅史平 わたくしは,そのころ，病氣で 

中學を中途退學して，鄕里島根縣で靜養して 

おりました。年は,かぞえ年19です。中學 

とゆうのが,大阪の市岡中學で，川崎君と同 

窓だったのでした。その川崎君が，早稻田大 

學にはいってから,ときどき文通していたの 

でしたが,あるときの手紙に，最近エスペラン 

トの學習をはじめたといって來たのでした。 

わたくしは,中學2年のとき,エスペラント 

についての記事を讀み，これに興味——語學 

的興味を持ってをりましたので,病氣でブラ 

プラしていたところでしたから，ぼくもやり 

たいと書いて出しましたところ,さっそく, 

菊判16ペイヂばかりの厂敎科書」と,「大成 

エス和」を送ってくれました。その敎科書で 

獨習したあとは,學會へ入會して,辭書とく 

びっびきで"La Revuo Orientaをよんで 

勉强しました。そんなわけで，動機は,語舉 

的興味だけでした。

—— 川崎さんは，現在,岡本さんととも 

に日本語を代表する言語委員。エスペランテ 

イストとしては,くわしく御紹介するまでも 

なく，みなさま御存知のとうりですが，當時



1919年は，數え年18才,早稻田大學高等豫 

科1年生で,現在は,外國語の個人敎援をな 

さっていられます。

川崎直一 動機は『世界文化の歸趨よ 早大 

圖書館で，絲屋社發行の「組織的硏究エスペ 

ラント講習書」をパラパラと眺めただけで, 

精讀したのは，千布利雄7'エスペラント全程」 

です。のちに日本エスペラント社でクズネッ 

オフ氏の高等科へ入學,また學會の水曜日の 

例會に出席しました。

三宅 つぎは,三重高等農林學校助敎授の 

野知里さんにお願いいたします。當時は，33 
歲で,東京帝大農業部實科の學生でいられま 

した。

野知里慶助老書生で,外國語を荷厄介に 

していたやさき,はじめて國際語としてエス 

ペラントを知り，人類のむだ排除,文化促進 

の利器とおもい,學翟をはじめました。足立 

武氏のお宅で有志1〇名ばかりで,御自身タ 

イプライターで打ってくださるエクゼルツァ 

- 口の講義を伺いました。期間は連續!0 R 
間くらいでした。

三宅 それでは,こんどは,中西さんにお 

願いいたします。當時22歲で,小倉陸軍病 

院の現役兵，現在は大阪府の堺におすまいで, 

株式會社久保田鐵工所堺工場設計係長でいら 

れます。

中西義雄 動機といえば,結局は,新しがり 

からです。加藤節の獨習書で獨學しました。

三宅 こんどは,學會理事の上野さんへお 

願いします。上野さんは，そのころ38歲， 

丸の內ビルで旭光社とゆう輸入業を經營され 

ていられました。そして，その御商賣の通信 

にエスペラントを御實用になることになり, 

ついで,エスペラント書籍の輸入をおはじめ 

になりました。エスペラント圖書の輸入は, 

今日では學會の耶蜜のようになっております 

が，初期においては，上野さんの旭光社の他 

に,何盛三氏の極東エスペラント書院，押田 

德郞氏の日本エスペラント社,谷龜之助氏の 

四方堂,それに上に言った中原さんのカニャ, 

これらが，エスペラントの圖書の輸入にあた 

られた。これが,日本のエスペラント運動に 

寄與したことはすF常に大きかったとゆうべき 

でありましょう。上野さんは,現在は,御雀 

康のため,ひたすら厂晴耕朗」とゆうおあ 

りさまだそうです。

上野孝男 動機といへば,『新世界を索め 

て』です。川原氏の講義を聽きました。日本工 

スペラント社の敎科書で二三ヶ月問でした。

三宅 根本さんにお願いします。根本さん 

は,わが國のエスペラント運動において，め

ざましい活］ ぶりを示している鐵道エスペラ

ント界の元老株の1人です。岡本さんの新撰 

和エスの附錄についている星座名,あれは根 

木さんの御硏究になるものです。また.車輛

關係術語の蒐集をなさって，鐵道エスペラン 

ト聯盟の機關誌へ發表なさっています。これ

は,非常に有意義な仕事で,電氣工學,解剖學, 

海員などの方面でもかうした試みが行われま

したが,あらゆる專門部門でなされたいもの 

です。根本さんは,そのころ19谡,鐵道省工 

作局車輛踝勤務,現在も同課に勤務される鐵 

道技手です。

根本潔 2とともに小坂先生のもとで就鞋

勤務,同室に三石,保坂,平林等の熱心な工 

スペランティストがあり,これらの人々の影 

轡で學翟をはじめるようになりました。何等 

の明確な意識もなく,少年時代の知識慾か, 

あるいは好奇心からはじめたものらしくおも 

われます。習つたのは，日本鐵道エスペラン 

ト會の講習會で,講師は小坂先生と藤木義輔 

氏。綁書は小坂先生の厂エスペラント敎科 

書」と厂イソップ物語」の舊版でありました。

三宅 中田さんにお願いします。御入會當 

時24歲,現在は秋田縣立秋田圖書館司書兼書 

記でいられます。とかくさびれがちな地方に 

あって,20年1日のようにエスペラントのた

めにいろいろおつくしくださっています。秋 

田放送局から,たびたびエスペラントに關す 

る講演を御放送になっており,一昨々年女學 

校を御卒業のお孃さんもエスペランティスト 

で,お父さんが講演を御放送のとき,そのあ 

と，マイクのまえで,エスペラントの唱歌を 

お歌いになったこともあります。

中田勝造大正9年夏のある日,秋田魁新 

報紙上に成田重^氏が,東京外國語學校の某 

敎授C?)と鄕里の二ッ井町に歸省されたのを ¢5) 5



機會に二ッ井町と能代港町でエスペラント語 

初等講習會を開くとゆう意味の記事がありま 

した。ただエスペラントだけでは見すごした 

かも知らんが,エスペラント語とあったので 

記蕩を讚んでいるうちに，ノ、ノ、アとおもいあ 

たることがあり玄した。以前に雜誌厂中學世 

界」で黑板博士が世界語講義一一-世界語であ 

ったか不確實——で,シ-ザーかクレオパト 

ラかの，これもはっきりしないが連講があり 

ました。そのころ,この言語がどんなものか, 

世界のどんな階級が使用しているのか，また 

學者たちが各自の専門學を硏究發表するため 

に便宜なものだろうくらいに考えて，讀んで 

みる心もなし,讀んでもわからないものであ 

りました。世界語とゆうから英獨佛語とちが 

い,各國に通用するのかも知らん,いやいや, 

そんな調法なものは,あり得ないことだとも 

考えてみたことは,いまも記憶しております。 

その厂世界語」を橫書きした,その上にエス 

ペラントと振り假名してあったのだが,成田 

氏の新聞記事で再び頭にうかんで來た。この 

機會に習ってみたいとの念が勃然と湧いて來 

ました。いまから考えてみると,3日間か4 
日間で，しかも2ヶ所で講習を開く くらいな 

らば簡單に學習できるに相違ないとたかをく 

くっていたようでありました。

そこで，さっそく成田氏へ特別に講習開設 

方をお願いしたら，4-5人の希望者があるな 

らば行こうといってきたが，そのころ,そん 

なものずきは1人もおらないので,思案のあ 

げく,小學校の校丧に話したら,數でよけれ 

ば何人でも貸してやろうと承知してくれたの 

で,成田氏の來るのを待っているうち,大正 

9年7月號の厂ひがしあじあ」と厂エスペラン 

トの鍵」と協會發行の圖書目錄に赤印をつけ 

たのに添えて,病氣歸京するため行かれぬと 

言ってきました。厂エスペラントの鍵」を讀ん 

でみるとおもしろいので勇氣白倍し 圖書目 

錄の赤印に敎えられて協會へ千布氏の厂エス 

ペラント全程」と厂大成エス和辭典」を注文 

して終日讚んでみたが,英語讀みからどうし 

てもぬけきれず,困ったようでした。指導者 

も同志もなく,ただ1人であったので疑問は 

6(6) あとからあとからと積ってくる,それをまと

めて小坂先生へ質問の手紙を書いたものです 

が,御多忙のところを御親切にも詳しく御敎 

授くださったのは，いまでも忘れられないほ 

ど,ありがたいことでありました。いまおも 

いだして先生のお書きくださったものを捜し 

てみたが,どこへ入れたものか見あたりませ 

ん。先生がOssakaと書いているが,なぜこ 

う書くかを叮暉に敎えていただいたのをいま 

でもはっきり記憶しております。そののち船 

川港町にいられた竹島豐堆氏を月1,2度お訪 

ねして，斷片ながら,御指導を受けていまし 

たが,最初の元氣もいっしかうすれて,每月 

の機關誌に眼をとうすだけで積極的にエスペ 

ラント圖書に近かよろうとしませんでした。

三宅そのころの——日でも,それに類 

することもありましょうが----- izolita ler
nanto の狀］懸をよく傳えるお話でした。わた 

くしなども，その，いわゆる厂ひがしあじあ」 

---- つまり"La Revuo Orienta ''に"sami
deano nとゆう字が,さかんに出てくる,厂大 

成エス和」をひいても,出て來ない。こうた 

くさんあるのでは誤植でも・なさそうだ。そこ 

で川崎君に質問したところ,それは,"sam' 
ide' an'〇 "の合成語で，厂志を同うするもの」 

すなわち「同志」,エスペランティストがたが 

いに呼びあうにつかう言葉だと敎えてくれ 

ました。それで,やっと合成語なるものが, 

はっきりのみこめたとゆうありさまでした。

つぎは木戶さん。當時20歲で,一高の學 

生,いまは，高崎市で溫室園藝を營んでいら 

れます。

木戸又次 入寮直後,室にはり出された,綠 

星會の入會勸誘文に感動して,學習を始めた 

ような氣がします。

三宅 菊澤さんにお願いします。卷時東北 

帝大工學部の學生。非常に热むな□ーマ字論 

者であり,また國語國字問題の硏究家で，そ 

の方面の月刊專門雜誌厂國語硏究Jを出して 

おいでであります。

菊澤季生エスペラントを何時からやり出 

したかーーと問はれても,十分正確な事は言 

えません。多分大正9年か,または10年で 

あったろうと思いますが,時季は秋でした。 

兎に角，東北帝大工學部の學生として,仙臺 



へやって來てから後のことです。それまでに, 

中學生時代に,たしか「中學世界」と言った 

ような雜誌に,エスペラントの講義が連載さ 

れていたように記憶してい壬すが,中學生の 

ころは,その內容を矗に見もせず，エスペラ 

ントの表題を見て大方スペイン語か，または 

それに緣の近い國話だろうくらいに思って, 

そのペイジははぐってしまったようです。工 

スペラントを實際にやり出してからのち,エ 

スベランドとは何處の國ですか等と問はれて 

も,自分の中學生時代を思い出すと,他人樣 

ばかり笑っていられないと思ったことであり 

ます。

高等學校時代は岡山で過したのでしたが 

——そのころ一家が岡山に移轉していたので 

——その時は,同じ言語運動でし□ーマ字 

の方に夢中でした。そのころ,宣傳はまず手 

近からと思って,同級生をローマ字會員にま 

ず誘い入れ（半數程賛成加入した）,つぎに敎 

按連を誘いこもうと計畫し,各敎授を歷訪し 

たことがあります。敎授の方になると同級生 

ほど簡單には行かず，皆それぞれ獨自の見解 

を持っていて，いろいろまくし立てられまし 

たが,理科系統の方は案外文句なしに賛成せ 

られるのが多かった。ただその中に，厂君,n 
ーマ字よりエスペラントの方はどうだね。あ 

?しも此頃ははやらんが,二十年程まえにこの 

學校にガントレットとゆう西洋人の敎師がい 

てね,僕等もしきりに勸められて，いくらか 

嚙ってみたものだよ」といわれた方があるの 

を覺えています。

いま考えてみれば,岡山は日本のエスペラ 

ント運動の創め時代に於ける重要據點だった 

ので，その名殘がここにとどめられているの 

でありました。その敎按以外にも,學生にも 

ーニエスペラントをやっている者がありまし 

た。それで市立の圖書館の建物を見ているう 

ち，エスペラント獨習書などものぞいてみま 

した。しかしその時の感じでは，馬鹿にフ 

ランス語に似たもので,日本語に似たところ 

などはすこしもない。エスペラントは中立的 

のものだなどと言っても怪しいものだ——と 

ゆう判斷を下して,その後一向學習する氣に 

なれませんでした。

ところ力;,仙臺へ來て,大學生の暮しをして 

いると,そのころの厂森の都」は文字通り森 

の都で,電車もなくバスもなく,喫茶店も力 

フェもない'淋しい，靜かな----しかし勉强

するには持ってこいの場所でした。が勉强ば 

かりでは退屈を感じているとき新聞に武藤さ 

んとゆう人がエスペラントをやるとゆうこと 

が出ていたので,つい訪ねてみる氣が起った。 

そして，その武藤於菟さんが，謀外國の人と 

文通して集めた繪はがき,手紙の類の多數を 

見せてもらううち,自分もこれをやって,こ 

んなに集めて見たいとゆう氣を起しました。 

それ以來,エスペラントを熱心にやる氣持が 

起きたのでした。

三宅 さきほど中田さんのお話のなかにも. 

出'菊澤さんもお話しになった,まだ あと 

からもお話しになるかたもあるかと汩もいま 

すが,厂中學世界」に出た黑板先生の記事 L 

あれが動機になって,とゆうよりも間接の機 

緣になって，つまり,あれで，最初植えこまれ 

た.無意識にちかい關心が，のちに,ほかの 

直接の刺戟を與えられることによって，そこ 

から芽を出すことになった——とゆうような 

話を，しばしば耳にします。わたくしも,中 

學2年か3年のとき,厂英語世界ハこ出た紹介 

の記事一「英語世界」で讚んだとゆう人を開 

かないので,おなじ博文館發行の「中學世界」 

のき巴憶ちがいかともおもっていましたが,い 

ま中田さんや菊澤さんのお話から考えて,ど 

うも，それとはちがうようですから,やはり 

「英語世界丨でしょう——その記事を讀んで， 

こんなものをやっても,世界中ばらばらでは， 

發晋がちがつたりなにかで實用にはなるまい 

とおもいながらも，ものずきカ、ら,やってみ 

たい氣はありました。それが2-3年のちにな 

って，さきにもうしましたように,川崎君が, 

エスペラントをやりはじめたと手紙に書いて 

くれた，たったそれだけの簡單な刺戟で,は 

じめることになったのでした。これは,宣傳 

をやってゆくうえに考えるべき問題だとおも 

います。

こんどは,大山さんにお話しいただきます。 

大山さんは,30年問朝鮮にお住みになったか 

たですが，ことし內地へお歸りになり，大阪 （7） 7



の市外で朝H紡毛化學工業所の總務をなさっ 

ています〇笛古屋の大會にも御參加になり, 

エスペラントに對するかわらぬ銜熟恵をお示 

しになりました。エスペラントをおはじめに 

なったのは,大正8年,滿21歳のとき，京城 

髙商に御在學中でした。なお,ただいまは聖 

華とお名のりになっておりますが，むかしの 

大山時刘眠のことです。念のために。

大山聖華中學時代の友人からLa leono 
estas besto.と葉書の隅に書いてよこして, 

これが解るかとつけ加えてあったので硏究し 

てみる氣になりました。

三宅宣傅手段にもいろいろありますね。 

これが,このまま,いつの時代にも,たれにむ 

かつても利用できるわけでもありませんが, 

心理朝術とでもなずけましょうか,考えれは, 

いろいろな厂て」が出るでしょう。

こんどは,多田敎按にお願いします。多田 

さんは,ごく最近ヨー ロッパから,1年あま 

りの旅から，お歸りになりました。協會へ御 

入會當時30歳で 熊本中學敎諡でしたが,の 

ち,松江,仙臺の高等學校敎授を經て,現在 

は姬路高校で,英語をお敎えになってをりま 

す。御夫妻そろって熟心な□ーマ字論者とし 

て知られておられ,越葉集の口 ー p字書きの 

をお出しになったりしていられます。

多田齋司 私の Nippongo w〇 Romazi de ! 
Nippon-sikino Romazi de!と Al japanoj 
Japane! Al alilandanoj Esperante!とゆう 

モットーは，そのころ出來たものですが,そ 

れらは「學士會月報」で,高橋邦太郞さんと 

小坂さんと,岸鑑三さんとの書きものを讚ん 

だ結果でありました。大正8-9年ころには, 

何盛三さんにお願いして，,當時勤務していた 

東京府立第三中學校でエスペラントに關する 

講演をしていただきました。新渡戶稻迭博士 

が,蔥凰エスペラント大會で,英語の講演を 

されたとゆうのが間題になったのも,そのこ 

ろのことでした。ラムステッド博士の厂萬湖 

の國】とゆう,三崎町の明治會館でのお話も 

多少覺えていますし 東京驛ホテルの招待會 

に參列したことも忘れはしません。

三宅 つぎは石黑さん。石黑さんについて 

£（8） は,もうくどくどしく御紹介もうしあげる必

要もないのでございますが，現在東京府立第 

六高等女學校のエスペラント科講師をなさっ 

ていますのは,どなたも御存知のとうりで, 

街）本職は,國語協致の編輯主任。石黑さんが 

非常に多くの獨習書を,一般の書店からお出 

しになったり,新聞雜誌にしばしば,エスペ 

ラントについてお書きになったり,またエス 

ペラントを希皐社へ持ぢこんだりなさったこ 

とは,エスペラントの存在を非常に廣く大衆 

的に知らしめるうえに,大きな役割をつとめ 

たとおも■います。また,.これは丸山先生の高 

邁な御識見によることではありますが.第六 

高女におけるエスペラント科の存在につい 

て,石黑さんにも深く感謝すべきでありまし 

よう。學會へ御入會になったのは,大正10年 

ですが,エスペラントの學習をおはじめにな 

ったのは,それよりずっと古く,大正3年,15 
歳のとき,愛知縣立第二中學校御在學中のこ 

とだそうです6
石黑修拙著厂エスペラントの學び方」の 

舊版の扉にあるように,«シャのトムスクの 

R・しabinski氏にすすめられ,英語の厂鍵」 

をj公られてはじめました。日本語で說明した 

本が手に入らなかったので，「鍵］の廣吿によ 

り 〇,conner, J. C., Esperanto, 1906, London 
を丸善からとりよせてもらいました。L氏は, 

私の英語による文通者だったが，エスペラン 

'トをすすめるといきなり.,エスペラントで手 

紙を書いて」鍵 を入れて來たのでしたJ鍵」 

を便りにどうに力、讀んでみると,返事をエス 

ペラントで書いてみよとありました。はじめ 

てにもかかわらず，どうにか意味がとれたの 

にヵずけられて書いてみました。ただし,判 

らぬ語は英語に，〇をつけたり.動詞語尾を 

っけ横線をつけて斷りましたeそれが，大體 

少IJったといってほめられる。2-3回するうち 

に丸善から本が普きました。雜誌を送ってほ 

しいとゆうつもりで,雜誌とゆう語が判らぬ 

ので,magazinoとして笑われました。

三宅 各占屋の山田さんにお願いします。

エスペラントをおはじめになったのは，大正 

6年の末16歳の中學生のとき。現在は,婦 

人コドモの洋裝專門店を御經營になっておめ 

ます。このまへの名古屋での大會（1935年） 



には大會會長になって御活躍におなりでし 

た。

山田弘 愛知縣明倫中學3年生のころ，金 

澤市の國際文通HCE俱樂部でエスペラント 

の存在を知り,獨習でちよっと嚙り,海外文 

通も,下手なエスペラントで2, 3回したこ 

とがあったが硏究中絕 大正11年8月石黑修 

氏の對市民初等講翟に正式受講，ハ木氏讚本 

で習い,學會に入會,その後は獨翟しました。

三宅 札幌控訴院の堀判事にお話しいただ 

きます。當時19歲,一髙の1年生でした。 

堀さんは,犬學御卒業後は長らく東京地方裁 

判所檢事局にいられ,學會監事もながらくな 

さっており,東京エスペラント0爍部の生み 

の朝でいられます。

堀眞遵 一高帝大シベリア旅行團に窑加し 

て,ウラジオに滯在中,同港外の島にいた工 

スペランチストと，當時帝大生であった,現 

外務省文化事業部第三課長の市河彥太郞氏等 

がエスペラントで會話せられるのを實見して 

刺戟されたのが動機で，最初厂全程」で獨翟, 

しばらくして,小川町の小坂さん方を訪ねて, 

議習に參加しました。

三宅 丘博士にお願いします。當時20歲, 

一高に御入學と同時におはじめになったので 

すが,現在は,東京帝大講師，東京文理大講 

師理學博士’御專門は動物學です。

丘英通 動機は外國語學習に對する,巫え 

がたき興味からです。便利であろうなどとゆ 

う考えヵ、らでなく,全く一つの言語として興 

味をひかれました,全く獨學で,そのころ出 

ていた小坂先生の,ごくうすいエスペラント 

習！｝で，ひとりで,"Leono estas besto.
Rozo(stas floro力、らはじめました。入學 

してまもなく 一高の綠星會の紹介コンパがあ 

ったので,さっそく出席して,はじめてノ］、坂 

先生をはじめ'として,井上,堀,川原,長谷 

川等の先輩に會いちした。語られたエスペラ 

ントを聽いたのは,そのときがはじめて。小 

生獨習の知識で會話を試みましたが,通ずる 

ので,大いに喜 だことを覺えております。

三宅 わたくしも,いなかで,病氣の身を, 

裏庭の日なたに投げだして，u Leono es as 
besto”をひとりでやっていたときの感激を 

おぽえております。また,はじめてから3年 

目,大正12年の岡山の大會へ出席,はじめ 

て語られるエスペラントを聞き，話して,よ 

くわかったときのよろこびは忘れません。ひ 

とりで獨習した人には,たれにも，こうした 

なつかしいおもいでがあることとおもいま 

す。

ただいま，

多部孝一氏のお宅から，『目下出征中にて, 

何事も申ヒ兼ねますゆえ』とのことで,御經 

歷のみお知らせくださいました。それにより 

ますと,安部さんは,當時29歳,陸軍步兵 

中尉陸軍士官學校區隊長，現在は陸軍步兵大 

佐で.目下中支派遣OC師團參謀長として御 

活躍中とのことでございます。

では,慶應大學の園先生。おはじめになっ 

たのは，御入會よりもずっと古く,大正2-3 
年ころ，：18-9歲で,御鄕里山口縣岩國の中學 

を御卒業,御上京になって受驗生のとき。現 

在は,廛應大學敎授で，經濟學部で工業政策

と保.城學の講座を御擔當になってをります。

小坂涓二先生が東京帝大の工科の

學生時代,同藩の學生の寄宿舍に在舍せられ, 

お近ずきになり，自然.エスペラントを敎は 

る機會に惠まれました。先生は，小坂猖二先 

生,用書は判然しないが,"Ung Lernolibro" 
が，その一つでありました。敎授法は,先生 

の居室で個人敎授。先生は天下無二であるが, 

このお弟子は,お弟子とゆうにはいらぬ不肖 

不敏のお弟チです。

三宅ずいぶん御謙遜のお言廉であります 

が，三田に園先生,四谷に智月先生のあられ 

ることが,慶應から,故栗飯原皆さんをはじ 

め,多木隣太郞.德田六郞•馬場淸彥，北原 

二郎 塚出口雄琴,等,等の,まじめな,熟心 

な同志をつぎつぎに生んでゆく，いい傳統を 

作ったのだとおもいます。

つぎには,エスペラント報國同盟の中心人 

物として，事變下日本のエスペラント界で, 

めざましく御活躍になった古澤さんにお願い 

します。當時21歳,横濱のナブホル\;商會 

生絲部に御勤務，現在は外國人に日本語を敎 

えておいでになります。

古渾末治郎 外國人に日本語を敎える敎師 (9) $



をしておりますが,ただしエスペラントによ 

ってではありません。いまからぢようど20年 

のむかし,すなわち21歳の正月に痔瘻に罹 

って手術して以來,醫師の注意で，キリスト敎 

靑年會の英語の夜學に通うのをしばらく休ん 

でいたことがあります。3年間ひきつずいて 

通っていた夜學に出ないでいると,夜の時間 

が家でぼんやり過すのは勿體ないと感じられ 

ていたやさき,知合の某生絲屋の若い番頭さ 

んから『週に1回だけでいいのだから』と國 

際語エスペラントの講習會に出席することを 

勸められました。この番頭氏の姓が,わが親 

愛なる石黑修君とおなじだったのもなにかの 

囚緣かもしれません。當時槓濱のエスペラン 

ト倉は,H本エスペラント協會橫濱支部が速 

水負曹（現任は改名されて信宗）さんの宅にあ 

っただけでありました。速水さんが正金銀行 

の倉庫に勤務されていて,日常倉庫への用で 

出入する生絲問屋を主とする商店の連中はし 

きりにエスペラントを勸められたとゆう關係 

で,いま言った番頭氏も私を道伴れに誘った 

わけ。あとで判明した話せすが,これら番頭 

氏らはエスペラント入門で速水さんの御機嫌 

をとり結んでおき,商賣關係の正金倉庫の方 

のことで種々便宜を計ってもらおうといふ魂 

膽の方が勉强翹よりもはなはだしかったらし 

く,最初は數人が規則正しく速水邸に通って 

尾關俊雄さんの講義を聽講しながら千布利雄 

氏（現在は彩成と改名された）の厂エスペラン 

卜全程」のペイヂをにらんで,講義後の茶菓 

の饗應も每回辭退しなかったものの,最後ま 

で殘ったのは私1人でありました。

三宅 下村さんにお願いします。下村さん 

が,6-7年まえごろ,學習書に,文學作品の 

飜譯に御活躍になったのは,まことに,めざ 

ましいもので,みなさん,よく御有出憧のこと 

と存じます。4-5年以前,東京をお去りにな 

ってからは,エスペラント界と緣が遠ざかり, 

現在は,御鄕里名古屋で，陸軍の航空機機證 

部分品を專門に製作する株式會社誠エ社の會 

計主任をしていられますが，時局がら非常に 

御多忙の模樣で,1〇月に，名古屋で開かれた 

大會には，しばらくぶりでおめにかかれると 

10 Cio）よろこんでいたのに,御出席になりませんで

した。エスベラントの學習をはじめられたの 

は・17歳のと・き,商業學校3學年の末期,2 
年ほどして,一時中絕されていたそうです。 

なお,當時のお名玄へは,下村鑛造さん。

下村芳司 商業學校1年から3年まで英語 

はもっとも嫌いでした。丙でぶっとうし語 

學の不得意なことに口信のできたときエスペ 

ラントを知りました。『1ヶ月で本が訟める』, 

P週間で會話ができる』ktp.とゆうボ，イ話 

につりこまれて興味を覺え,冷かし半分文獻 

を覗いたところ,當時やかまし力、ったホマラ 

ニスモの片鱗に觸れて一度に感激してしまい 

ました。それからホマラニスモの倍者となっ 

て勉强しましたが,全くの獨習です。千布氏 

の厂エスペラント全程」と外國製の——英文 

の自修書によってはじめましたが,まもなく, 

石黑氏指導による名古屋最初のエスペラント 

講習會が開かれて,5週間程聽講し,あとは 

サポってしまいましたが,なにか自信に似た 

ものができたようでした。その後石黑氏には, 

ずいぶん御厄介になりました。そのころは家 

でエスペラントを音讚すると英語をやってい 

る兄や叔父が『變な發音だね。それは支那語 

かい?』などもうして冷かすので,發音の練 

習は,大槪裏の原つばでやっていました。

三宅 つぎは,岡本さん。御紹介もうしあ 

げるまでもありますまい。その御功績は，あ 

まりにも顯著。しかし その禺著さが1〇〇で 

あるとすれば,¢5の御功績——あらわれきれ 

ず埋もれている御努力は,それを,さらに10 
借したものといってよかろうとおもいます〇 

今日,御同輩の方々が，帝大敎授.博士等, 

等,はなやかな地位におられるとき,師範季 

校の新參敎諭の地位にあまんじてお就きにな 

ったことは,人間の價値とゆうものが,社會的 

地位によって決定するものでないとはいえ, 

われわれエスペランティスとして,深く胸に 

しみるものがあります。しかし，といって, 

これをエスペラント運動の犧牲者などといっ 

て,お氣の毒におもうなどとゆうことは,や 

はり誤りで,人類の文化が繳ばれているかぎ 

り,そのお仕事は,いつまでも輝き,むしろ，う 

らやましくおもわれてよいくらいです。あの 

厂新撰和エス」の與えた,海外への感動，あれ 



はエスペランティストとしてのみでなく,日 

本人として,世界へほこってよいものであり 

ます。あれ一つ出たことだけとりあげても, 

今日爭變下日木のわれら力;,世界のエスペラ 

ント界に對し,日本の文化の髙さを誇ること 

のできるモヌメントとしてそびえていると言 

ってよいとおもいます。なお,岡本さんが言 

語委说であることは,川崎さんについてもう 

しましたとうり。

岡本好次私がエスペラントをやりはじめ 

たのは，京都の第三高等學校2年在學中の大 

正8年です。その當時のことについては,同 

窓であった植田高三君・やハ木日出雄君が話さ 

れるとおもうから私からはもうしあげない。 

とにかく,當時は世間では,エスペラントの 

何たるかをもほとん'ど知らぬ時代でした。し 

かし世間のエスペラント熟がやゝ出はじめた 

ときです。

學會へ入會したのは,翌人正9年の4月ご 

ろでした。R・0・は4月號からもらったので 

す。受けとってみると,學會が創立早々であ 

り,R. 〇.の4月號が第1卷第4號であるこ 

とを知ったので，ぜひ1月の創刊號から手に 

入れたいとおもい,學會あてに，このことを 

もうしおくったところ,小坂さんの御筆贵で 

『あなたは大層熟心らしいから,すでに殘部僅 

少でどちらへもお斷りしているが,特にお送 

りする』とゆう御返事とともに創刊號から受 

けとりました。その手紙は,まだ,どこかに 

殘っているはずです。その後R. 〇.の裏表紙 

に出ていた各國のエスペラント雜誌の見本を 

とりよせたいとおもい,雜誌1册の値段を全 

部知らせてくださいなんてゆう無茶な手紙を 

出しました。これに對しても,小坂さんから 

鄭貳な返事をいただいたことを覺えておりま 

す。

三宅 つぎに.鈴木博士にお願いします〇 

鈴木さんは 舉生時代から熱心な同志であり, 

數年前ヨ-ロッパに御留學になっていられた 

あいだも,エスベラントの大會に出席したり， 

むこうで運動の第一線に立って働いている, 

おもだった人たちに，あったりしておられま 

す。現在千集醫人で生理學の講座をお持ちに 

なっております。學會監事でありますが,UE 

A分裂に際して,學會がIEしに參加するに 

いたったについては,鈴木さんが,役員會で, 

ヨ-uッパにおける實狀をお述べになり,IEL 
を御:支持になったことが,あずかって大きな 

力となったのであります。

銘木正夫私がエスペラントのことを,は 

じめて聞いたり論じたりしたのは大正6年の 

ころでした。そのころ私は一局に入學して， 

井上萬壽藏君と寄宿寮で同室になったことに 

よるのです。當時は日本のエスペラント界が 

暗黑時代から復興の曙光を見んとしつ、あっ 

たころにあたるし.井上君自身もまだエスペ 

ランティストでなかった。たヾ同君の該博な 

知識の一隅に存していたエスペラントなるも 

のを駄辯の題目にしていたにとどまるのであ 

ります。われわれは2年生になると，組の關 

係で寮の室は別々になってしまい,また私は 

半年近くも脚氣で身體の自由が利かなくな 

り,その後もその埋合せに學校の方のことが 

忙しかったあいだに,井上君はエスペラント 

を學習してしまい,大正8年ころ同君の同級 

長谷川君や1年下の堀君,先程戰晁した木崎 

君などの同志を得,またそれまで別にエスペ 

ラントをやっていた南君等と綠S會を創設し 

一高におけるエスペラント運動の幕が花々し 

く切って落されたのであります。私は井上君 

に聞いて,當時唯一の敎科書とされていた千 

布氏の厂全程」や，いわゆる厂大成）辭典を 

買ったりしましたが,上のようなわけで,本當 

にはまだ學習に手がつかなかったのでした。

私が眞のエスペラント學習をはじめたのは 

大學へ入った翌年,大正io年,ちょうど,そ 

のとき東大醫學部へ藥學科學生として入學さ 

れた岡木好次君が,おなじく植田髙三君と人 

學早々エスペラント初等講習會を藥學の講堂 

で開いたときでした。このときの受講者には 

後年醫i學エスペラントに活躍した連中がすく

なくないが,わけても緖方知三郞敎授や,5年 

ほどまへに亡くなった久留威君は忘れられな 

い。私は受講數日にして全程の各ペイヂにあ 

げてあった語觉をたどって,エスペラントの 

手紙を井上君に送ったが,1つの誤りもない 

と褒められたことを覺えています。

三宅.ただいまのお話のうちにありました （11）



長谷川敎授にお願いします。長谷川さんは, 

京城帝國大學で國際私法講座を擔任しておら 

れます。大正7年,20歳の秋ごろ學習をお 

はじめになったのだそうで,一高第1部丙類 

の2學年にいうれました。學會が法人になる 

に際しては,御專門に關する部門の仕事を受 

持っていろいろ御活躍になりました。

長谷川理衞習いはじめた動機は明かに記 

憶にありせんが,そのころ,東京帝國大學で 

開かれた,小坂さんや藤澤さんの普及講演を 

聞いてからのことと思います。いまから考え 

れば，髙等舉校でドイツ語を速成的につめこ 

まれ，またフランス語などを習いはじめ,單 

なる手段としての近代ヨー ロッパ語の學習に 

のみ多大の時間と精力を費すことは,なんと 

しても損だと漠然感じていたために，エスペ 

ラント語の普及されることを希望し，自らも 

ひと通りのことだけは,習ったものと思いま 

す。私の當時の氣持などに關しては，畏友井 

上萬壽藏君の御記憶の方が確かだろうと思い 

ます。・

當時は，獨習書など市中の本屋に見あたり 

ませんでしたので,上野の帝國圖書館に通い, 

靈北で出版された赤い表紙の獨習書の要所, 

要點を筆記して，エスペラントの大要をつか 

みました。千布利雄さんの厂エスペラント全 

程」も帝國圖書館にありました。後には,小 

坂さん,藤澤さん,淺井さん,大井さんなど 

の諸先輩に絕えずはげまされ,また同級の友, 

井上君にも助けられました。

三宅岐阜高等農林學校の渥美敎授にお願 

いします。そのころは,北海道帝大の・豫科生

徒でいられました。

渥美樟雄 寄宿舍にいたころ,上級生の興 

村禎吉氏に獎められて,エスペラントのなん 

たるかを知らずに,指導を受けました。指導 

者は前記興村氏,場所は寄宿舍の一室で,敎材 

は興村氏手刷のプリントや,‘‘ Verda Utopio" 
等でした。集會は何回っずいたか忘れました 

が，なんでも集會の度每にかなり新顏が見え 

るので,兩三回最初からやりなおしをしたこ

• とを覺えております。・

三宅こうした動機らしいものなしに,お 

12 (12) はじめになった渥美さんが,たえず外國雜誌

や新刊圖書に眼をとうしていられるほど,熟 

心なエスペランティストにおなりになったこ 

とは,たいへん興味ある問題だとおもいます。 

お話をうけたまわって,日本にいたMaj讥氏 

のことをおもいだします。同氏の話では・ i> 
る日ブダペストの街路で,エスペラント講習 

會のポスターを見た,會費無料とある,エスペ 

ラントとは,なにか知らないが，その“sn 
page”が氣に入ったので參加した。第2日0 
から出たので,最初のあいだは,何が何かわ 

からなかったが,2-3 口たって,どうもそれ 

が語學らしいとゆうことに氣がつき,その講 

習會がおわった日になって,聽龍生の1人に, 

エスペラントって,どこの國語かとたづねて 

笑われたとゆうのです。その Major氏が, 

エスペラントのおかげで職を得て,はるばる 

日本にまで來るようになったのですからi> 
からないものです。 . c ； ； I
つぎは，京都帝大文學部の澤瀉先生にお願 

いいたします。澤瀉博士----オモダカでな< ,

オモガタとお讀みするのだそうです——先生 

が，上代文學,特に萬葉集硏究の權威として, 

最高の學者であられることは,どなたも街存 

知のこととおもいますが，先生がエスペラン 

ティストであられるとゆうことについては, 

御存知の方が案外すくないのではないかとお 

もいます。この意味でも,このたび,先生に 

汨話しいただくことのできますのは,たいへ 

んよろこばしいことであります。

澤潟久孝 エスペラントの學習をはじめた 

のは,鄕里,宇治山田の中學3-4年生の頃. 

卽ち明治38-9年,私が16-7谡の頃です。し 

かしこれはほんの好奇心からはじめたので, 

先輩で當時京都の醫專にいた友人との文通に 

使ったり，日記のところどころに揷入したり 

した程度で，いつの問にか忘れてしまいまし 

た。その後本氣にやり出したのは,ずっと後 

大正9年五高の敎授時代に同僚の藤田茂敎授 

とはじめ講習會などをやりました。

二度目にはじめたのは，わが國における西 

洋語の跋扈に關する忿懣からです。エスペラ 

ンチストのどなたもが感じられることで,く 

だくだ申すに及びますまい。たヾ私は專門が

文學であるために國語の尊重と特に英語の



跋屋に關する痛憤が强く感じられたのです。 

これは先年外遊して以來,特にこの感を深く 

しましたが，今でもまざまざ英語を國際語だ 

と力、世界語だと力、考えているような人がある 

のは,全くじれったいことだと思います。

三宅大連のエスペラント運動の草分けと 

もゆうべき尾花さんにお願いします。昨年, 

お勤め先の滿鐵總局が移りましたので,それ 

について,奉天にお移りになり,その工作部 

機械課においでになります。大正9年,滿鐵 

技術部機械課に御就職になって間もないこ 

ろ,22歲のとき，御入會になりました。

尾花芳雄 奇緣あって，佐々城佑氏に御面 

識を得 お願いして千布氏「全程」と辭需を 

送っていただき,この二書がポロポロになる

三宅ありがとうございました。まだあと 

から御參加になるかたもあるはずでございま 

すが,それはあとで，まとめてお話しいただ 

くことにいたしますが,紹介と,御學習の動 

機と方法との話は，これでひととうりすみま 

した。

みなさまのお話をうかがいましても,その 

ころの學習には,いろいろの不自由が,とか 

く伴いがちであったことがわかります。そう 

した,學習，あるいは運動のうえで,お出あ 

いになった困難を物語るような

そのころのエビソード

をお話しいただきたいとおもいます。もっと

も,困難についてだけでなく,御禮 になっ

まで常時携行して,暇々に獨習しました。創 たことで,今日から,ふりかえってみて,ほ

立第1年の下半期から學會に入會,R. 〇.を ほえましいような失敗談などもよろしうござ

購讚し その後ぼつぼつ內外の出版書を手に います。どなたからでも御自由にお話しくだ

入れることができました。

三宅つぎに成田さん。成田さんは,ただ 

いまJOAKの國際課においでです。パリ大 

學の御出身で,御留學中,ジュネ-ブ逆;國大會 

へ御出席になり,翌年の大會を日本へ御招待 

になったこともあります。そのいきさつにつ 

いては,あとでくわしくおはなしいただきま

す。 ,

成田重郎わたくしは,學會の創立直後に 

入會しましたが,當時アテネ・フランセにフ 

ランス語を學んでいました。27くらいですか 

ら,思想的に動搖していたころです。それで 

すから,大戰直後の思想的混亂のなかから, 

世界再建運動のきざしが現れ,それが明日へ 

希率を與えてくれたわけです。エスペラント 

が,その波のなかから出て來た一つの波でし 

た。

すでに大戰屮から,秋田雨雀さんなんかが 

しきりにそれを求めていたので,幸いワシリ 

イ•エロシェンコなどと會って,すっかりよい 

氣持になって,エスペラントは,ただの言葉 

でないと確信しきっていたのです。その當時 

の事情については,厂エス運動三十周年記念特 

輯」號（R・〇•1936. 6）のなかにも書いておき 

ましたから,それを讚んでいただきたくおも 

っています。

さいませ。

中原そのころは，エスペラントをやるに 

も本がなくて,めぼしいのは,文會堂の 

Ekzercaroの飜刻くらいのものでした。外國 

の本がないので,各國から輸入して賣り擴め 

ました。しかし のちに學會がとりつぐよう 

になりましたので,その方にゆずって輸入の 

仕事はやめることにしました。ついでに,私 

と學會との關係について,すこしのべますと, 

大正7年か8年ヵ怀明ですが，小坂さんを駿 

河臺時代のお宅に訪ねました。目的は，本が 

ほしかったのですが,厂本のない本屋」はおれ 

だとばかりに,若い美男の新進技師小坂先生 

が,叮萼,深切に,前進の方法を敎えてくだ 

さった。それに從ってやったのが,さきにい 

った內野陣士の講翟會で,博士は當時・まだ 

なりたての帝大の助敎授でした。京都におけ 

る私どもの運動の正式な活動は，ここから出 

發しています。それからハ木氏も發見され， 

ますます發展して今日にいたったわけてす。

吉川運動の困難は到底はなしにならず・ 

ただ個人的に說得するよりほかに方法はな 

く，私は小田原東京間を每週往復するので, 

宣傳になれかしといのって,書籍や印刷物を 

おきわすれの形で，席をかえ,車室をかえて, 

せめてはエスペラントとゆう名だけでも多く (13) K



の人に知らせたいといったような次第でし 

た。なにしろUEAの雜誌の帶封に,橫濱局 

で，私の名ヨシカワ•ヤスヲをヂヨシカウ•ヂ 

ヤスーヲと赤インキで添え書きし,小田原の 

配達夫が,『これもあなたのところでいいの 

ですか』と聞く始末です。私の記憶のうち秀 

逸はエスペラン道は耶蘇敎の分派ですかの質 

問でした。

三宅エスペラント式ロ ーマ字の宛笛の喜 

劇は,いまでも，ときたま聞きますが,あの 

ころは,ひどかったですね。わたくしも，い 

っも厂ミザケ•シヘジ」と書いて來ました。 

そこで,神戶の郵便局へ手紙を出して，これ 

は,エスペラント洗の綴り方で，厂ミヤケ•シ 

ヘイ」と讀む,これからは,だんだんエスペ 

ラントで書いた郵便物もたくさん來るように 

なるだろうから,エスペラント式ローマ字く 

らい,おぼえておいてくださいといって,五 

十音圖にあわせた誼み方を書いて送ったとこ 

ろ,それからは,正確に書いてくるようにな 

りました〇それから,これは,わたくしは經 

驗がないが，Sinjoro Ossakaがドオサカ•シ 

ンジロー」で來るとゆうような例はよく聞き 

ます。もっとも,このごろでは,S-roがあた 

まについてさえいれば,學會の會員でさえあ 

れば,S・ro何某,Japanujoだけで，外國郵便 

はつきます。なにしろ,頭にS-roさえくっ 

ついていれば,あてなのわからない郵便物は， 

厂日本エスペラント學會聞合せ」とゆう付箋が 

ついて東京中央局からまわして來ますから。 

いつかも京都の人に來たのが轉居先不明で， 

東京中央へさしまわされたのを，Sて〇が手が 

かりで 學會へ・まわって來て，御本人の手にわ 

たったとゆう例もあります。もっとし ゃた 

らに實驗することは,ごかんべんください。

中西私は,そのころ常識として,相當に 

干涉を受けそうな軍隊にありながら.獲學で 

はあったが，極めて自ftiに氣樂な硏究を續け 

ることができました。當時の上官たる軍I 
藥劑官など,大いに助長してくれました。海 

外文通もまったく自由でした。

下村 運動の因難なことはお話になりませ 

んでしたが，これを語るのは，私では不向で 

すから，やめときます。滑稽なのは,私があ 14 (14)

まり熱心にすすめるので,友達の一人が氣の 

議に思って（？）うっかり,『では,はじめよ 

う』と約束してくれました。『これで一人でき 

た』とありがたくなつた私は,その晚,菓チ 

包と獨習書をもって，その男の家に出掛け， 

翌朝鷄が歌うころまで話しこんだことがあり 

壬す。山田さん,内藤さんの熱心さは,當時 

の感激ものでしたから，おもしろいエピソー 

卜、•の蓄へがありま しょう。

長谷川當時は,歐洲大戰の末期から,そ 

の直後にわたることとて,外國の出版物など 

は本屋にもなく,直接に購入するのも于數が 

かかるのでおもに小坂さんのところで見せて 

いただきました。後に何さんの極東書院が外 

國での出版物を取次ぐようになってから,多 

少便利になりました。學習書や讚み物の方で 

は，いまより不自由でありましたが,普及運動 

の方面は,國際協調の精神が,すくなくとも 

外形的には,全世界にみちあうれたいたため 

に,極めて順調に進み得たように思われます。

丘私には,當時はエスペラント連動の順 

境にあったときのように考えられます。別段 

困難とおもわれることには遭遇しませんで 

した。

三宅 運動の因難であったか,どうかとゆ 

うことは,その人の環境にもよったのでない 

でしょうか。しかしいずれにしても,槪括的 

にいえば，それよりひとつまへのgeneracio 
が，いわゆる厂社回主義者」扱いをうけたり， 

ひとつのちになって,『エスペラントはカミだ』 

と,十把・からげに,烙印をおされたりしたの 

にくらべると,ĵurnalismoでは盛んにとりあ 

げて問題にしてくれるし運動のほうは,まず 

大體順調だったといってよいでしょう。しか 

し,學習のほうは,今Hのように,獨習書や 

敎科書がたくさんあるわけではなし,辭書に 

しても,厂新撰エス和」と內容の分涯が大體お 

なじの厂大成エス和」が2圓もしていました 

し菊判6ペイヂの敎科書をおえれば,あ 

とはまるで讀むものはないとゆうようなあり 

さまでしたから,この點，惠まれなかったわ 

けです。• - . "「め

堀 小坂さん方の講習會なども，先生は小 

坂さん,生徒は松崎君,井上君，長卻II君,木 



崎君など,講習會とゆうよりは,輪讀會で, 

生徙と先生と一緖に,小坂さんお手製の腾寫 

版ーーざらざらした板と針金,そして重いロ 

ールよりなれるもの——て敎材.を印刷したも 

のです。

園 小坂先生は,當時.協會橫•濱支部の機 

關雜誌をお粗末な手製の聘寫版で刷っておら 

れました。この騰寫版が現存すれば國寶物で 

あります。なお先生はエスペラントの普及に 

忙殺せられ,卒業制作たる製圖を描くひまが 

ないありさまでありました。先生の卒采期が 

おくれているとすれば そのためです。•

小坂先生につれられて.物理學校の例會に 

も,ときこき出席,その際おめにかかった人 

で記憶に殘っているのは,中村精男博士,速 

言已の田鐵綱紀翁,ロシアの有文士エロシエン 

コ氏 等.また神田摘畔の利强樂堂の大會で 

三宅算嶺博士が『我輩はエス語をエスペロす 

る』といはれた一語が,今も腦裏にあります。 

ただし當時パウリスタで催さた集會には，い 

なか者であるのと,不勉强であったので,… 

度も出席しませんでした。

三宅 ただいまお話しの,小坂先生お手製 

の「國寶物J謄寫版は,いまでも,大事に保 

存してあります。 <

野知里 さきほどもうしました，足立さん 

の講習も，はじめは數名でエスペラントとゆ 

うものについて,くわしくおたずねするっも 

りでうかがったところ,氏の方では講習をす 

るものときめて,いつからはじめるカ、,時間 

は?とゆう具體的の話を進められ その迫力 

にひきずられて,さらに希望者を集めて!0 
名,連夜おそくまで街指溥を受けたもので 

した。 ，.-

中田 横手町にラテン語の講習を開いてい 

た敎會の某ドイツ人牧那が『エスペラントを 

硏究するのは夢のようなもので，何の効果も 

ないことだ。一つの言語を硏究するとすれば 

文學も科學も凡てをやめて5年なり10年な 

り，その言語だけに猜力を集中しなければ成 

就するものでない。1週に丄度や度の硏究 

ではものにならない.かりに成就したところ 

力:,そんな言話を何に役立たせるつもりだ 

と嘲笑した直後にラテン語の弟子を2人つれ 

て,ぜひエスペラントを敎えてほしいといっ 

て來られたときの痛快さはいまだに忘れられ 

ません。2人の弟子は常伍したか:牧師さん 

は最後まで學習しどうしました。

三宅 學會が創立された機運.それをおも 

うとき，われわれは,どうしても,ホマラニ 

スモの問題をおもいださないわけにはゆかな 

いとおもいます。ホマラニスモは,そののち 

にいたって,はげしい時代の波に洗いながさ 

れて,完全に消えさってしまったかのように 

見え,今日では,19J0年代のエスペランティ 

ストにとって，それは,ほとんど神話であり, 

すくなからぬ人たちにとりましては,エスペ 

ラント運動の創世紀ときりはなすことのでき 

ない,この精神ーー思想とゆうよりも，精神と 

ゆうべきものだとおもうのでありますが一「 

そのホマラニスモとゆう言葉すら知られてな 

いのでないかとおもわれます。

.今日ふりかえってみ主すに,このホマラニ 

スモの精神は,その時代には,思想の形でと 

りいれられた傾き力:見え,これをひとつの思 

想 系とみるとき,あまりにも空想的であり

また宗敎的であったし,思想體系として今日 

まで生きっずけ得ない缺陷をもっていて.當

然衰えるべくして,衰えたものであるとおも 

います力;,それのより本質的なもの，あるい 

は,よりaprioraなものとしての精神---- わ

れわれをかりたててエスペラント建動へ身を

投げこました,その精神は,けっして消えさ 

るものでないとおもいます。この精神----

interna ideoがあって,はじめて，この20年
間，つぎのgeneracioへわたすバトンを,お 

たがいに,大切に,しっかりと守って來たの 

ではありますまいか。そのころ,ホマラエス 

モにま正面から反對して,ブーロニュ宣言の 

擁護を叫んだ人々にしてししらずしらず,こ 

のホマラニスモの精神をもっていたからこ 

そ,エスペラントを愛したのであって,ただ. 

宗敎性を帶びて來たホマラニスモがエスペラ 

ントを危檢におとじいれるおそれがあると考 

えて，それらの人々は,その宗敎的雰圍氣に 

豁中して,理性的反省をもって,鬪ったのでは 

ありますまいか。

したがって，今日よりもさらに一層,エス (15)1;



ペラントが實利的でなかったその時代に，エ 

スペラ:トを學び，これの宣傳にあたった人 

人は，意識的にせよ,無意識的であったにせ 

よ,ホマラニスモの精神をいだいていたので 

ありますまいか。この點を明らかにすること 

は興味深い問題であるとおもいます。ただ今 

H,この時局にありまして,この問題をとり. 

あげますことを，一部の人々は,泣き寢入っ 

た子供をゆすぶり起こすわざと考えて,批難 

の眼をむけるかともおもわれますしすくな 

くとも,その時期でないとゆうような,よわよ 

わしい,.當惑したまなざしをおくる人もある 

かとおもいますが,これは，當時の，ホマラ 

ニスモの現われかただけを見て，ホマラニス 

.モの本質を知らないものの近視眼的な考えか 

たで為るとおもいます。今日のこの未層有 

の時局こそ,この問題をもっともはっきり 

と眞劍に見究めるに適した，もっともよい 

條件にめぐまれた時機ではありますまいか。 

そして今日，われわれの兄弟の血と肉の尊い 

代償によってあがなわれつつあります,新し 

い秩序のうえに立つ，東洋永遠の平和,ひい 

ては,世界のための搖がぬ正義.人類のため 

のただしい繁榮の建設をわれわれの使命であ 

ると自覺し 日本國民力;,いままでの島國根 

情をかなぐりすて,八紘一宇の大精神のもと 

に,有史以來最も强い團結力に結ばれて,最 

終の目的へむかって あらゆる苦痛をしのび, 

あらゆる隊牲にたえて,その堂々の行進を起 

こしている今日こそ,われわれの,人類の運命 

に對する關心を,その奥底から見iめておく 

ことヵ;,もっとも必要であるとおもいます。

ひとりでしゃべりすぎて-失禮いたしまし 

たが,問題をつぎのようにまとめまして,お 

はなしいただきいとおもいます。 •

ホマラニスモについて，そのころ，どう 

お考えになりましたヵ、。これを今日の立

.場から批判的におのべいただけば,意味• 

・ が深いとおもいます。

そして，これと民族意讖との,あるいは, 

より具腔的に,日本直民としての信念と 

の關输はどうでございましたが。

珈（16） また,.エスペラ > 卜が書捂で命リます以

上,こうした霜について,もっとも問題

になるは*の ——事實・おうきな問題を

おこした，エスペラントと外國捂との問

をどうお考えてございました加。

根本 當時は漫然たるhomaranistoであり 

ました。現在でも內容は多少かはっておりま 

すが,やはり一種のheman nistoでありま 

す。エスペラントを學ぶようになってから， 

日本民族を,『世界の諸民族中の一つの民族で 

ある』とゆうことを强く意識するようになり 

ました。外國語とのことについては,英語が 

非常Eむづかしいと思ったので，學校で英語 

の代りにエス諸を敎えてくれたらよいと思っ 

ておりました。 .・一,..

下村 當時は無條件で心醉しておりまた。 

いまでは稚かったと思うております。しかし 

そのころのそうした氣分には,いまなお，味 

い深いものを覺えます。• 一. ゝ,

西當時は若くはあったし,ホマラニスモ 

には,かなり感激しました。それと同時に， 

漠然とした國語的民族惡識とでもゆうものか: 

ありました。 ・ Z. .
上野ホ•マラニスモの魅力は相當なもので 

したが,エスペラントの普及のためには，こ 

れから解放されねばならぬとおもったことも 

あります。 .. ゝ

渥美さきほどもうしましたやうな動機で 

學習をはじめたことゆえ，私としては深く思 

索したことはなかったようです。最初は,エ 

スペラントの普及は容易に，かつ速かに行わ 

れ,したがって,外國語の學習に多大の時間 

と精力とを徒費せずにすむようになり,そし 

て,われらは歐来人に對し言語的破征服者 

たるの位铠から對當の位瞳に立ち直る時代が 

案外早く到來するように，私はあまく考えす 

ぎていたようでした。

.中西.•.私はホマラニスモについては,全く 

考えてはいませんでした。現在でもあいかわ 

らず。入營前私は製鐵所關係にいましたが 

製鐵所がドイツ人技師によ,り指導されていた 

ので,圖面その他にドイツ語力滲く，ドイツ 

語を全く知らない私には,實に困ったことで 

あり,・外國語に反感すら持っていました。•そ



のとき，どうしてエスペラントを知った力、， 

はっきり記憶しませんが,大正9年でしたか, 

九火にエスペラシト食のできたことが新聞で 

報じられ,これはよいことだとおもったので 

す。

咅川口分はエスペラントに關聯してとし 

ては,なにも考えませんでしたが學會で問 

題にしたとき,私は不賛成でした。エスペラ 

ンティスモといい,ホマラニスモといし、,エ 

ゴイスモといい,そんなことで論議するより 

りエア、ペラントなる國際補功語があるとゆう 

ことを一人でもよけいに知らす人と時間とか 

ほしいと思っていました。私等のような無學 

な老人は百人が百人とも何主義かに主義はあ 

っても.,日本とゆうお國に都合よき範圍内で 

の主義で不徹底のようですが,お國とゆうこ 

とで完全に轍底しているのです。入學試驗に 

勉遏して，自分のために,誰かが落第して愛 

のうえからは不都介のようですが,お國とし 

ては厂より出來る」人間が必要なのだと^^う 

とき.自分の心は苦しまないのです。今日か 

ら見ても,そのとうりにおもっております。 

學習の動機も，民族意識が根本意識でした。 

タト國語については,專間的に必要ある者以外 

に對しては禁止すべき必要を感じておりまし 

た。

石黑私は最初，ホマラニスモのことは問 

題にしていませんでした。この問題に心をむ 

けたのは大正!〇年以後・小坂,千布兩氏の 

論爭以後であります。

エスペラントは便利な言語だけれど,英語 

やドイツ語.フランス語を知ってからやれば 

よいと思いました。それは,世間を說くには, 

まず,それら外國語をある程度マスターして 

いないとエスペラントだけではダメだとおも 

いました。民族意識の問題としては,フラン 

ス人にに英語で話しかけ,たしなめられて, 

日本では日本語を，外國人にはエスペラント 

をと考えました。

山田 大正1J年,阪賣實務硏究のため, 

濱橫に出て店員生活を送“た除 各國の外人 

客に接し 英語の篇能ならざること，一等戍 

民たる日本人として,內地における外語使用 

の快からざるを痛感して，世界のあっゆる民 

族がたった一つの，この國際補助語によって 

人間兄弟としての交りを結ぶことができた 

ら，どんなに便利であり，また詩的であろう 

と靑年らしい希望に瞳を輝かせ,•脚氣にもな 

ったので名古屋へ歸り,献身的奮鬪をっずけ 

ていられた石黑氏についで名古屋エスペラン 

卜運動の第一線にたったのでした〇

エスペラントが藥の名などとまちがえられ 

たりして國際語問題に對し無理解であった當 

時の占名屋に:いて,ともすれば弱らんとす 

る自分を勇氣ずけてくれたのは,ザメンホフ 

博士の,あの汗と淚に彩られた一代記と,R・O・ 
を通じて感ずることのできた，學會の本陣を 

守りつづけて來た小坂先生はじめ諸先輩や若 

き學生同志の純眞な熱意とでありました。

中原ホマラニスモ莒能でありました〇世 

界の平和はホマラニスモ以外では持來すこと 

は不可能であるとおもい.いまもなおさよう 

おもっております。世界人として全人類が同 

等の權利で一團變を作りたいとゆう希卑をも 

ってをりました。そして,世界平和を希うも 

のにとっては, エスペフン ト以外の國語を

際語とすることを不合理におもっておりまし 

た。

堀私は,ホマラニスモを,正しき愆味に 

おける人道主義と解していましたから,日本 

精神と相容れないものではないと考えており 

ました。現在でも,そう思っております。ま 

た民族意識は大いにありました。當日マルク

シズムを硏究していましたがその理論と民 

族問題との衝突,特に有色人種との關聯｝につ 

いて疑問を抱いていたので,ホマラニスモと’ 

日本精神と相違した關聯から,たヵ;いに包藏 

しあうものと考えました。

外國語問題については，日本の學生の外國 

語の負擔過重を考えていましたヵ、ら,エスペ 

ラントは.これを助け得るし 本來の役目が 

相違しているから相矛盾せぬとおもっていま 

した。 ’上

長谷川ホマラニスモが,エスペラントを 

生み,エスペラント運動の精神丫核心である’ 

ことは，小坂さんの常に强關せられるところ; 

であり.こめことは將來においても變ること 

はないと患いますが,國家主義，民族主義よ（17）17



り發する主張要請も亦,エスペラント運動 

を促進する，きわめて有力なる精神的動力で 

あったことも事實であると思います。ホマラ 

ニスモは,エスペラント運動にのみ特有なる 

ものではなくて,東西占今の偉大なる宗敎, 

哲學の內にもふくまれているものと考えてお 

りました。ただ.ホマラニスモがエスペラン 

ト語とゆう言語を生み出したことは,全人類 

文化發展の途上における眞に劃期的なる事實 

であると思います。ホマラニスモは全世界を 

家とする心であり,四海同胞,八紘一宇を理想 

とする,襲に倬大なる大日本主義の內にもふ 

a くまれていると信ずる。大乘的なホマラニス
* モは,大國家主義,大帝國主義とともに發展す

るもので，これと背反するものではない。現 

狀維持を目的とする平和主義は,ホマラニス 

モの進展を阻害するものと考えます。綠の星 

によって現わされる，エスペラントの希望す 

る平和は，無限の生成發展を約束するのであ 

って,現狀維持の世界平和ではありません。 

私がエスペラントを習いはじめた動縫のう 

ちに民族意識とゆうものはなかったと思いま 

す。ただ,エスペラント運動は,一面におい 

ては,無益有害なる，外國語の過重評價を排 

斥し,同時に,自國語の純化'・尊重を要請す 

る國民主義的主張を冇っとともに,他面にお 

いては，上に述べたようなホマラニスモによ 

って指導せられているとおもいます。

日本の國民普通敎育において,外國語とし 

て,英語を偏重することは，無用であるのみ 

ならず,甚だ有害であると考えておりました。 

いまも變りません。國民普通敎育においては, 

特定の外國語を義務的に學習せじめることを 

止めて，その代りにエスペラント語をまず第 

ーに學習せしめるようにすべきだと考えまし 

た。

丘私はエスペラントの發明は,人類が意 

識的に言語を合理化しようとした文化上の一 

大飛躍だと思います。その意味において,，文 

化を尊車する私は,エスペラント運動に重犬 

の意義を認めます。しかして負の文化の根柢 

には必ずやホマラニスモ的な考えがあります 

から,ホマラニスモ眞に結構だと思います。

18 (18) ただ當時はホマラニスモに多大の宗敎的色彩

を與え，いわばザメンホフ宗の如き形におい 

て宣傳している人々がありましたが,私はそ 

れには不賛成でした。ツァーの寫眞をかざっ 

たり,レニンの像をおがまなければ氣のすま 

ぬような手合にはかかる宣傳方法もよいでし 

ようが,文化人の大部分には,この方法はあま 

り効果はないとおもいます。現にわれわれの 

友人の中エスペラントは賛成だが,かかる宗 

敎的雰圍氣がいやだからやらぬといったもの 

が何人かあります。人を見て法を說けは,工ス 

ペラントの宣傳に必要なモットーでしょう。

:川崎汰マラニスモは方向であって,それ 

自身完結しているものでない。したがって, 

より具躲的な思想の根柢とならねばならない 

ものです。ゆえに現在でも生々潑剌としてい 

ます。

三宅本筋の問題ではありませんが,ただ 

いま,丘さんのおっしゃったような理由で, 

---- すくなくとも,それを口實にして,エス 

ペラントをやらぬ人のすくなくないことは, 

たしかであります。そんな虛榮心でエスペラ 

ントをやらないような人はやらなくてもよし・ 

—とゆうことをゆう人もありますヵ;,さき 

ほどいろいろおはなしのとうり,この長いあ. 

いだエスペラント運動の重荷を背負って來ら 

れた,もっとも熱心な同志のうちにも,はつ• 

きりした意識的の動機なしに學習をおはじめ 

になった方の多いことから考えましても,・ま 

ず獲得せよで,『人を見て法を說け』は,もっ 

とも賢明なsugestoであるとおもいます。し 

かし『人を見て法を說く』にいたしましても 

口分自身のうちに,宣傳の根據となる,はつ• 

きりした意澈と□信とをもっていて,說くな 

らば,Aの人にゆうことと，Bの人にゆうこ 

ととに矛盾が超きるはずはありません。さう 

すれば,一部の，あまりに熱心ではあるが, 

すこし思、慮のたらない人々のめに,われわれ 

がLばしば着せられる『エスペランティスト 

はエクセントリックだ』とゆう汚名からの力: 

れることができるではないかとおもいます。

まだ,’おはなしいただく項目も殘っており 

ますし,また,おくれて御參加くださいまし 

た方も幾人かありますが,だいぶ長くなりま・ 

すので,このあたりで,一應うちきりまして， 

あとは,2月號でお願いすることにします。.



KAWASAKi-Naokazu

A 
Respondo al /'Pledante por HT

Mi skribis japane en La Revuo Orienta, 1926 okt.:
1. Ne &uj kh''-sonoj en greka lingvo estas konservataj en Esp. Ekz-:

kroniko. ヽ・.… r .

2. Ne ĉiuj sonoj en greka lingvo estas reproduktataj en Esp. Ekz.: u th " 
teorio.

3. Paralelo de du oficialaj radikoj. Ekz.: arkeologio, arĥeologio.
4. Nur malmultaj japanoj povas elparoli "h" korekte. “ Hmo" estas 

nek [kino], nek [k1 ino], nek feino.', sed [xino];
La hazarda trovebleco de “ ĥ M sole ĉe kelkaj vortoj rompas la unuforme

con, sistemecon, internaciecon de la vortoaspektoj en Esp.
La demando de la tri vortoj povas esti solvata laŭ la propono de S-ro V. 

Setala, Formortonta Litero, Esp-a Finnlando, 1921 jun., nome: koruso, eho, 
ĥolero.

Mi scias ke en Biblio estas multaj propraj nomoj kun " ĥ 二 Jes, sed ili 
estas propraj nomoj. Ĉu " ĥino'' estas konservinda pro genta nomo ?

Mi legas en Moch, Pri Transskribo de la Propraj Nomoj, 1910:
La nuna nomo Ĥinujo havas ankaŭ komencon tute arbitran, el kiu nask

igis konfuzoj kun la nuna nomo Hindujo, mi proponas anstataŭigi ĝin per 
Ĉinio, kiu estas tute internacia; oni dirus, sekve, Indoĉinio kaj Koĉinĉinio.

Ĥino'' ne estas en Fundamento, nek en iu el la Oficialaj Aldonoj・ しa 
listo de landnomoj, por kiu voĉdonis Akademio kaj Lingva Komitato ĉefe 
celis, malaprobon de " -i-'' kaj rekte ne malpermesis la vorton " &no ''・

"Ĉinujo'' ekzistas en
Jarlibro de la Internacia Esp.-Ligo, 1938, p. 274 ; 
Enciklopedio de Esp., 1933, p. 97.

° Cin''' troviĝas eĉ en lernolibro :
Cin (or ĥin) en Butler, Step by Step in Esp., p. 192. 

Rimarku: ne " ĥin (or Cin)'： Ĉu S-ro Butler estas io-ano aŭ SAT-ano ?
S-ro Okamoto, japana LK, iam diris al mi: Mi forĵetis " ĥinon", ĉar 

ĉinoj mem ne povas ĝin elparoli.
Antaŭ jaroj ĉina samideano rakontis al mi ke nun neniu uzas " ĥinon'' 

en Ĉinujo・
Kial rezisti kontraŭ la jam rekonita fakto internacia kaj bonfaranta, 

penapte alkroĉiĝi al la NEOFICIALA radiko arkais miminta ?
' (Osaka,14 nov.1938). (19)19



MARA ĈASO ・ MONTA ĈASO
•'ヽ Umihiko kaj Yamahiko

—Dramo en unu aleto —

de YAMAMOTO-YŬZO
.. tradukita de YAMAG \TA-Micue

lau la afabla permeso de la aŭtoro

Personoj: Umihiko (Laŭsence: Mara viro) ■ ■ • • • 
Yamahiko {Laŭsence: Monta viro)

fratoj vivantaj en pratempo- ： •
Interno de tre malluksa budo.

La tuta ĉambro konsistas el partero, krom malalta planko 
por la nokta kuŝej〇.

‘ En la mezo de la partero estas aranĝita por hejtado kaj 
rekte super sur la tegmento troviĝas truo, kiu anstataŭas

:・・fumtubon. / - ' 1「 … J
Neniu troviĝas en la ĉambro. ;豊

八 Ĉirpado de insektoj. … • 2
De la krepuska vesperiĝo ĝis en la nokto-

(UMIHIKO venas de ekstere kun pafarko kaj sagojn en la manoj; apenaŭ 
enirinte la ĉambron li subite kuŝiĝas surdorse sur la plankon kun 
bruego). 必邂剧

UMIHIKO: Ha, kiel laca mi estas! ' - ‘
(Li restas kuŝanta dum kelka tempo). "A チ ー1
(Baldaŭ venas YAMAHIKO, sed ne enirante la domon li spione rigardas 
la internon tra la pordo, kiun UMIHIKO lasis nefermita, ŝajne ne 
havante kuraĝon eniri, li foriras returnen^)

UMIHIKO: {Ĉe la brueto) —Ĉu Yamahiko ? (Duone levante sin) Ŝajnas 
,era・〇,—ho, jam mallumiĝis. (Li leviĝas, iras sur la parteron kaj faras fajron 
kunfrotante lignojn) : • 一

(YAMAHIKO denove venas^ timeme iras tien kaj reen antaŭ la enirej〇, 
dum UMIHIKO pretigas fajron kun la dorso turnita al la enirejo. Li 

20 (20) ŝtele eniras la ĉambron kaj senbrue metas kunportitan fiŝkanon en la



angulon de la ĉambro. Poste li alproksimiĝas al UMIHIKO kun ŝajna 
trankvilo. : f

YAMAHIKO:—Frato, mi faros la fajron.
UMIHIKO:—Nun vi revenis ? Longe atendite・
YAMAHIKO:一Pardonu, ke mi malfruiĝis.—Nu, mi faros.
UMIHIKO:—Ne, lasu zorgojn ; jam ekbrulas.
YAMAHIKO:—Jam venis malvarma sezono, mi sentas.
UMIHIKO:—Jes, do antaŭ ol venos neĝa sezono, ni devas kolekti pli 

da hejtaĵoj kaj manĝaĵoj por la provizo.
YAMAHIKOJes, vere. . * *
UMIHIKO:—Nu, mi suferis mizeran sorton hodiaŭ・
YAMAHIKO:—Kiel?
UMIHIKO:—Dank, al tio, ke mi senpripense konsentis vian proponon» 

mi travivis tiajn malfacilaĵojn;—mi rulfaladis, miaj vestoj ŝiriĝis, la membroj 
ricevis skrapvundetojn—estis tute mizere. Vidu, jen tiel!

YAMAHIKOVi eble ĉasis cervon ? -. ::」

UMIHIKO:—Jes, mi trovis tiel grandan. Kun ĝojo mi persekutadis ĝ n, 
sed ve, la ĉasato estas spertulo en la montoj, dum mi estas tie tute fremda 
—kaj jen, mi glitfalis ・・・ Mi neniam plu iros al la montoj・

YAMAIIIKO:—Ĉu tiel? Mi ja atendis de vi lerta gravan akiron.
UMIHIKO:—Ne, nek mi nek iu sukcesas en nekutima okupo. Lau via 

fervora deziro mi konsentis interŝanĝi niajn okupojn nur por hodiaŭ. Sed 
mi volas neniam plu.—Nu, kiel estis ĉe vi? わ.、ゝ

YAMAHIKO Kio ? .
UMIHIKO:—Ĉu vi povis kapti fiŝojn ?
YAMAHIKQ: (ridetas hontema), ヽ

UMIHIKO:—Ĉu vane? Vi tamen akiris kelkajn? :
YAMAHIKO: (restas silenta). ・二.( ' ・ ‘

UMIHIKO:—Ne eĉ unu fiŝon ? Ha, kia rezulto el via bombasto !， 
YAMAIIIKO：—Hodiaŭ la marfluo estis malfavora. 一 -

UMIHIKO:—Ha, obstina ĉiam vi estas・ • ；
YaMAHIKO:—Mi ne estas tia, tamen.... )
UMIHIKO:—：Ĉiuokaze, ni ne bezonas envii unu la alian, ĉar ainbau same 

malsukcesis. . /
YAMAHIKO:一Jes, kiel vi diras・ . .
UMIHIKO:一Sed certe vi vidas, ke mi estas prava. Tia sensencaĵo 

rezultas el tio, ke fiŝisto iras en la montojn kaj ĉasisto prenas fiŝkanon,— (21)2 



kvankam pro la sperto mi ne tre bedauras, ĉar ni faris tion por amuzo.
YAMAHIKOFrato.
UMIIIIKO:—Kio estas ? ,
YAMAHIKO:—Ĉu vi do ne plu volas interŝanĝi niajn laborilojn ?
UMIHIKO:—Jam ni lasu senutilaĵon, ĉu ne ?
YAMAHIKO:—Mi deziras ankoraŭ unu t agon provi tiamaniere.
UMIHIKOMi ne ŝatas ripeti hodiauan fiaskon.
YAMAHIKO:—Nur ankoraŭ unu tagon ・・・
UMIHIKO:—Konsideru, frato,—se ni daŭrigos tian sensencaĵon, ni devos 

fine malsatiĝL
YAMAHIKO:一Ne. Hodiaŭ mi malsukcesis pro sensperteco, sed morgaŭ 

estos pli bone, mi garantias.
UMIHIKO：—Ankaŭ morgaŭ estos same, mi pensas.
YAMAIIIKO:—Sed, tre bedaurinde! Ni interŝanĝis la ilojn kaj ambaŭ 

akiris nenion! >
UMIHIKO:—Vi ja persistas en bagatelo! Tio ne gravas, ĉu ne ?
YAMAHIKO:—Tamen mi sentas bedaŭron.
UMIHIKO:—Ne, mi ne havas tempon amuziĝi en tia afero. Baldaŭ 

venos neĝa sezono, por kiu ni jam nun devas kapti kaj konservi fiŝojn kiom 
eble.

YAMAHIKO:—Tial, mi certigas vin, morgaŭ mi kaptos amase.
UMIHIKO:—Malgraŭ via aserto, oni ne povas lertiĝi en fiŝhokado aŭ 

en io alia dum nur kelkaj tagoj.—Supozeble vi eksentis enuon pri la laboro 
en monto ?

YAMAHIKO:—Tio ne povas okazi.
UMIHIKO:—Do, ni laboru ĉiu en sia elemento. Tio donas pli da akiraĵoj 

kun malpli da penoj. Nekutima laboro nur vane postulas penojn, mi pansas.
YAMAHIKO:—Tamen, audu, frato.
UMIHIKO:—Kial vi tiel malŝatas.・・?
YAMAHIKO:—Mi neniam malŝatas, sed •…
UMIHIKO:—Kion do vi bezonas pretendi ?
YAMAHIKO: (hezitas} -ハエ・

UMIHIKO:—Ĉiuokaze, mi absolute ne volas iri al la montoj; mi redonas 
al vi viajn pafarkon kaj sagojn・ Ankaŭ vi redonu mian fiŝkanon・

YAMAHIKO : (silente retiriĝas}.
UMIHIKO:—Kio estas kun vi ?

22 (22) YAMAHIKO:—Ne, nenio estas.—Nu, frato,—ankoraŭ unu tagon …



UMIHIKO:—He, vi certe bone scias, ke tio estas tute senutila.—Nu, jen 
estas via pafarko,——donu mian fiŝkanon・

YAMAHIKO: (silentas).
UMIHIKO:—Kio kun vi ? Ĉu io okazis al mia fiŝkano?
YAMAHIKO:—Ne, tute ne ・・・
UMIHIKO:一Se ne, redonu ĝin senhezite.
YAMAHIKO: (kun ĉagrenita mieno).—Frato !
UMIHIKO :—Kio estas ?
YAMAHIKO: (silente prezentas la afarkon al UMIHIKOゝ ［网
UMIHIKO: (ĵetinte rigardeton al ĝi)—Memoru, mi jam multfoje ripetis, 

ke mi ne volas plu interŝanĝi la ilojn.'
YAMAHII<0:—Jes, sed estas tute alie ・・・
UMIHIKO:—Kio do estas ?
YAMAHIKO:一Nur senĝene akceptu ĝin, mi petas・
UMIHIKO:—Kion vi volas al mi ?
YAMAHIKO:一Nenio gravas,—frato,—nur ・・・
UMIHIKO:—Tian objekton mi ne bezonas・ Ĝi faras nenian utilon al 

mi.
YAMAHIKO:—Tamen …
UMIHIKO:—Pro kio vi faras tion ? Ke vi faras al mi donacon senmotive!
YAMAHIKO:—Nenia signifo, nur.,・
UMIHIKO:—Hej, Yamahiko, ini neniam volis havi de vi pafarkon. 

Male, mi diris, ke mi ne plu volas iri al la montoj・ Kaj vi agas strange. 
Kio do okazis hodiaŭ ?

YAM AHIKO: {silentas).
UMIHIKO:—Ĉu vi ne tenas ian sekreton?
YAMAHIKO: (silentas).
UMIHIKO:—Se ne, montru la fiŝkanon・ Mi volas ekzameni ĝin, ĉar 

morgaŭ mi eliros frumatene, montru, tuj!
YAMAHIKO :—Frato!
UMIHIKO:—Ĉu vi ne volas ? Tiam mi eĉ perforte forprenos ĝin de vi. 

Nu, cedu ：okan. Hej, flanken!

(UMI. .IKO flankenŝovas la fraton kaj elprenas la fiŝkanon. YAMAHIKO 
sidiĝas kun jetbruo apud la fajron kun la dorso turnita al la frato.

Daŭrigota (23)；



D-ro AsADA-Hazime 1.Surdmntulcj aŭdis pli 

klara ol nesurduloj・

TRI RAKONTOJ Mi legis sur iu gazeto jenan 

rakonton : Lastatempe iu societo

intencis konsoli surdmutulojn, 

invitinte ilin al kinejo. Konsolantoj pensis ke por surdmutuloj senvoĉaj filmoj 

sufiĉus, lauj tute samgrade surdulojn kaj ankaŭ nesurdulojn kontentigos・ Sed 

la sekvo estis tute alia, t. e. la konsolantaro nesurda kontentiĝis senfine 

kaj la konsolantaro surda eksterordinare malkontentigis. Nesurduloj tute ne 

komprenis kial surduloj malhumoriĝis, murmuris, grumblis, koleriĝis kaj la 

atmosfero akre malboniĝis, ĉar la akto estis tre interesa kun skermadoj de 

samurajoj, kuraĝaj persekutoj, frenezaj fuĝoj, streĉe danĝeraj scenoj kaj de 

tempo al tempo ankaŭ ridigaj komedioj・ Unu el administrantoj de la societo 

demandis al deleg辻oj de surduloj kio kaŭzis malkontenton al ili. '' Aktoroj

estas nepardoneble malsinceraj,M respondis ili, "ili kantas vulgaran kantaĉon en 

la mezo de la sincera sceno. Ili babiladaĉas, interparoladaĉas senĉese, kaj la 

enhavo estis tute malkoincida kun la agoj de aktoroj." Vere surduloj post 

longa ekzercado povas aŭdi el la movado de lipoj ĉion, kion oni parolas, kantas, 

dum ni nesurduloj ne povas kompreni senvoĉan paroladon-

Ĉe mi japanoj oni diras ke sur muroj sin trovas oreloj. Tio signifas ke 

sekreta parolo ne finos en absoluta sekreto. La citita rakonto enhavas multe

da moralaj instruoj. Ni ĉiam pripensu ke estas ĉirkaŭ ni multe da surdmut

uloj, kiuj bone scias ĉion kion ni faris, faras kaj faros. Gelegantoj, estu 

singardemaj! •… ’黑;

surdmutulo 聲啞者 grumbli ブツブツ云う absoluta 絕對の

kinejo映畫餡 skermado 擊劍 erudicia 博學の

sekvo結果 administranto 幹が parkere,諳んじて

24 (24) malhumoriĝis不機嫌になる malkoincida あべ こべq ekzerci訓練する



2. Blinduloj ne estas pli senoportunaj ol neblinduloj-

Ĉe ni vivis granda erudicia blindulo nomata Hanawa-Hokiiti- Li povis legi 

parkere sennombrajn librojn. Kiam li instruis lernantojn en la vespero, subite 

pro ventego estingiĝis Ia lumon. Li daŭrigis instruadon. Lernantoj petis lin 

ke li atendu ĝis ili relumigos la ĉambron. Tiam li diris " Ah, neblinduloj 

estas senoportunajJ, Lastatempe oni ekzercis nin en aera defendo. Pro 

mallumeco ni neblinduloj ofte rompis vitraj ojn, porcelanojn, aŭ frapis kapon, 

aŭ faletis. Nuntempa granda blinda muzikisto, S-ro MiyagbMitio tiam diris ke 

li sentas nenion pli maloportunan, ĉar por li lumo kaj mallumo estas tute 

egalaj. Li aranĝas ĉion kaj povas preni ion necesan ĉiam laŭvole sen lumo. 

Blinduloj havas plie akran senton kontraŭ eta movado de aero, kiu avertas t 
ilin pri la ekzisto de io malhelpa antaŭ ili. ヽ :

Ni neblinduloj ankaŭ aranĝu ĉion tiel, kiel ni povas preni ion necesan sen 

eraro en mallumo・ Do ni povos savi nian energion treege kaj fari tiom pli 

multe da； verko. • •
I > 

3・ Bestŝtopisto eksperta ekspertizas pli fidinde ol faka sciencisto.

Mi aŭdis de unu el miaj amikoj jenan rakonton: Ĉe unu fama arkeologo 

ekzistis dentoj de felix microtis, sovaĝa kato. Sed oni dubis, ĉar oni kredis- 

ke ĉe ni en la antikva tempo tia besto ne vivis. Iam eksperta bestŝtopisto 

venis, rigardinte la dentoj tuj decidis kun konvinko ke ili apartenas al felix 

microtis.

Ni estu tiel eksperta ĉe nia faka scienco aŭ profesio, kiel tiu bestŝtopisto. 

Ripetadu atenteme fakan studon, kaj vi povos atingi tian staton.

aera defendo 防空 faka sciencisto 專門學あ 山猫

porcelano 磁器 ekspertizi鑑定する eksperta 老練の

averti警吿する arkeologo考古學者

bestŝtopisto 殺歌者 fĉlix microtis (sovaĝa kato) (25) 25



En Printempo

enu
al Osaka !

第27 □ 日本エスペラント大會

日 程

4月28日（金）午後G時〜9時

前夜懇親會（夕食付き）

鱼場信濃橋日淸生命他內

• ヽ 大阪早稻山俱樂部

・便宜上此の時より大會受付を開始

4月29日（祭）

大會第I日
倉場 大阪市中央公會堂（中之岛公園） 

午前8 •時開場受付開姉

午前9時大令開會式並に小坂賞

授與式

前時10時大越協議會

記念撮影
正午〜-午後1時30分Koinuna『aめ 

manĝo
公命堂三階大仗堂ニ於テ・

•午後3時〜午後5時
三班に分れ特別プログラムにより, 

市內鬟光をなす。 ・•:

［第1班〕觀光艇『水都』に便乘水 

の大阪を見る。定員40名。

申込多數の見込みに付き大阪以外の參 

加者先着順による。

〔第2班〕特別觀光バスにて商都大 

阪を見る。定員40名。

（:第3班:）電氣科學館ープラネタ 

リウムを見學〇

・第1班は觀光艇內にて笫2, 3班は 

大丸百貨店,阪急百貨店にてそれぞれ 

休憩茶菜の輕應がある。

ノ「後6時;分科會

會場大阪早稻⑴俱樂部各室。各分科 

會とも夕食を共にして催す。

目下決定せる分科會は觀光,醫學,鐵 

道,科學,カタカナ,各分科・會であるが, 

其他のものについては至急申込あれ。

大會第II日
4月30 ロ（日）大阪近郊の觀光 

午前8咤30分集合，同9時出發 

日程:第二次協議會（分科會報吿） 

閉會式。: 一 i
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行先觀光地については目下準備委員に 

於て適當なる所を考慮中につき次號に 

詳細發表する。 7 ノ

參加費用の槪算

大會參加費!00.畫姿會費0 50,記念 

寫匝代0.50,市內觀光（各班井）各〇50, 
前夜晚箋會費0.70以上合計370
・第2日の近郊觀光は各自負擔（費用 

は次號に發表）

參考事項」 

大會事務所:大阪市西區靱南通りー 

丁冃日淸生命館內大阪早稻田俱樂部 

（電話土佐堀7551.第27回日本エス• 

ペラント大會準備乘員會宛） 

專用娠替口座:大阪94502號。 

大會會計委員は城戶崎益敏氏。. 

大會への提案，地方會代表挨拶の申 

込,分科會の申込,以上は何れも2月 

末日迄。參加申込は早速申込を歡迎

します。開催者側に協力する意味で。 

參加章等それと引換に送りますから 

成可參加費を添えて巾込んで下さ 

い〇-， - V '
共他地方よリの參加者へ週遊旅行券に 

よる方便を立案中。參加者の出迎時間 

を吿示する旅館のServoも在來と異っ 

た方法により3種類にわけて,各自の 

好みに應ずることとし,それぞれ特別 

な割引をする。大會期間中大阪市內電 

車無賃乘車券を全參加者に贈呈する樣 

交涉中。參加者の便宜の爲蔑案內所を 

'設匱し特に市觀光史貝を派遗願う事。

等々（以下省略、，凡て那谕灸員會に於て 

莆々交涉進拶しておりますから詳細は 

次號に發表します。また近く inio一 

miloが出ますから御請求下さい。

準備委員:池川淸氏,伊藤幸一氏,桑 

原利秀氏,兒島壯一氏,進ア嫖靜太郞 

氏,松原雪江孃,（他三氏交涉中）。

•: （伊藤委員報）

め

I严

4P

...

>

離・

i
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伊藤己酉三;

和文エス譯研究會

A:この厂無視す 

る」が「見逃す」の意 

味ならneg ektiもよ 

いのですヵ:厂氣が付い 

ていて尙取上げようと

•指導者 A氏

出席者 B, C, D……氏

A:この集りは「エスペラント」誌上に發 

表される和文エス譯の課題によってエス譯研 

究をし 同時に地方の方々の譯文に對する批 

評.添削をもして頂こうとゆうわけでありま 

牙。・

：問題Aは ■ ..

現實を無視して理論卩感情に固執す 

ることは決して事態を解決に導くもの 

てはなくて,却って更に紛糾せしめるば 

かりだ。 累 一

であります。最初は部分的に檢討してゆきま 

しよう。では先ずI現賞」から。

B : realecoでよいでしょう力ゝ〇

C: realecoは現實性ですからrealaĵoと 

すべきものと思います。現實の狀態の意味で 

reala stato又はsituacioとしてもよいので 

しようか〇

D: ak*ualaĵo と譯した方がよいような氣 

がします。理由ははつきりしないんですが。

A:•'そうですね。realaを用いてよい場合 

もありましょうが,ここではaktualaの芳が 

よろしい。何故なら,realaはimagaと相對 

的のもので單に「實任する」の意味ですが, 

aktualaは現在に重點を置いて「現に今存在 

する」の意味だからです。C氏の御）意見の通 

り此處は現實の事態ですからaktualajn-或は 

aktuala statoとするのが至當です。次の厂無 

視する」はignoriの他に何かよい譯があり 

ますか。

D : flanken metiは如何でしよう〇、・•癸 

B : neglekti もある 〇

:- しない」の意味なら

ignoriです。此處では 

\ やぼりignori又は

flanken metiの方がよし、でしょう〇

C :厂理論」と厂感情」はteorio kaj sento 
ではどうかなQ ・

E: teorioはよいとして,sentoは厂感じ, 

感覺」でしょう。

C :それならsentimentoでは。

A : sentoも感情として使われますが, 

ssntimfentoの方がはっきりします。厂固駛す 

る」は6
B : persisti ・・・
C, E:それがよさそうだ。

F: obstiniでもよいではないですか。

D: insisti, kroĉiĝi は違いますか。 '

A:何れも大體似ていますが,多少nm 
ancoが違う。persistiは厂困難を排してや 

り通すj； obstiniは 間違っていても何でも 

頑張る」,卽ち頑迷の方で,insistiは厂自分の 

意見を言張って相手に押付ける」，kroĉiĝiは 

厂執着して離れない」です。此處ではobstini 
又はkroĉiĝiが適當と考えます。厂事態」は 

何としましょう。

B : situacioでは惡いでしようか〇

C, E:僕もそう思う。

D : 文字通りにstato de la aferoとした 

方がよくないかと思い・ます。或はla afero 
だけでよいかとも思いますが。

A : situacio はs*  atoと同等ですが，多 

少違う所がある。それはstatoはー股に狀^ 

を意味するのですが，situacioは或人に就い 

て2の周圍の狀况を意味するのです。例えば 

stari en malfacila situacio （苦境に立つ）. 

fali en mizeran situacion （悲慘な境界に陷 

る?等です〇この文では考え方によって朕何 

1れにとってもよいので，stuacio Eしても 

るtatoを用いてもよいでしょう。但じ遗味1こ 
差異が生ずることは承知して頂か巩ければな お（28>



りません。その黠をぼかして單にla afero 
で片付けることも可能です。次は。

D:厂解決に導く」konduki al solvoです 

か。

Er單にsolviでは....

A： solviでは「解決する」konduki al 
solvoも結局解決することにはなるでしょう 

が,解決に向って進めるとゆうことで,同じと 

は言われません〇, solve.はso】v倉〇（卽ち事態 

力;決されると考えて）としてもよろしい。次 

の却えっては male又はkontraŭeでよいと 
して,「紛糾せしめる」は。/

C: komplikiとしては。

B: komplikigiドはないかな。

A： komplikiはj也動詞ですからそのまゝ 

でよろしい。さて之で一通り部分的に檢討し 

ましたから次は纏めて文章にして下さい。… 

•••ではBさんの文は

Obstini teorion kaj sentimenton ign〇・ 

rante la aktualaĵon, ne nur kondukas al 
solvo sed plie komplikos la aferon.

D： obstiniは自動詞ですからen teorio 
kaj sentimentoとすべきでしょう。ne nur 
は全然意味が違うようです。之では厂解決に 

導くばかりでなく云々」となりますね。

E: kcmplikosと未來になっているのは 

書違いではありまんか。ノ •：

A： ne nurはいけませんね。neはnur 
を打消すだけですから〇 kondukasとknm- 
pHkasの目的語をla aferon 一つで最後に置 

いてありますが，之をal solvoの前に置い 

て最後に女nを持って來た方がよろしい。 

P%は厂より以上に」の他に・厂その他に」卽 

ちkrom tioとして用いられますからpli
komplikas とすべきです。後半はつまりtute 

kondukas la aferon al solvo, sed pli 
komplikas ĝinとなります。次にCさんの 

は

Ignorante aktualan staton, kaj obstini aŭ 
teoriojn aŭ sentimenton, tute ne estas tio, 
kio la situacion kondukas al solvo, sed 
kontraŭe ĝi nur kaŭzas pli da komplikigo.

E:表現が廻りくどい感がしますね。

• D: aŭ—aŭは何れかとゆうので,此處は 

kajの方がよい樣です。.• ヽ

:ハ:第 は名詞を受けるものですから，こ 

の塲合はtioとしなければいけませんね。其 

他にはE, Dさんの御意見通りです。Dさ 

んのは c /

Oni neniam povas konduki la aferon al 
solvo, se li kroĉ ĝas ai teor o kaj senti
mento ignorante aktualaĵon, sed kontraue 
nur komplikas Eki. •

B:由し分ない樣ですが。

F: oniはliで受莎ても差支えありませ 

んヵ、。 , ヽ ・ . < *..

A: oniは特定の人物ではありませんから 

oniはで受けるのがよいゐです。尙se.・・ 
は最初に持って行った方がよいで.しよう。何 

故ならばこの旬は全體に關係するものだから 

で,今の位置だとOni・・•汉solvoだ,ナに關 

するように見えます。

時間がありませんから以上で檢討を終りま 

して,この結果から出來る最も無難な文とし 

てこの例をお目にかけます。 ・ヽ

Obstini en teorio l<aj sen t mento, 
ignorante la akt alaĵon, kondukas 
la staton de la afero al nenia sol ゝ igo, 
sed kontraue nur komplikas ĝin.

問題Bは

餘りの忙しさに,折角のお招きを頂き 

ながら,つい出席いたし兼ねました。
・ハ ・ ・ コ. > ■ •ヽ.，

であります。どうぞお始め下さい。 ゝ

C: 「忙しさ」はokupatecoですかokupi
teco ですか。 1 ,•

..A : （ kupiは元來厂占領するjとゆう動作 

を示すから「忙しい」とゆう時に｛t esti c ka
pita （占領されてしまっている）としなけれ 

ばならぬとゆう人と,•厂占めている」とゆう狀 

態を示すにも用いられるからesti okupata 
でよいとゆう人とあります〇從ってokupa- (29)



tecoと〇kupitecoの何れでもよいわけです。 

しかしesti okupita, okupitecoを使うのが 

今では一 ・般になっているようです。

B: そうするとpro troa okupitecoとな 

るわけですね。 ・ ノ

F: ĉar mi estis tro okupita でもよいで 

しよう〇

E:厂折角の」はちよっと難しいようです 

がkun klopodojとしたら....

D:いやそれは違うでせう。bonkoraと 

力＞ afablaとすべきではありませんか。

F: Dさんの御說の通りと思います。

A : komplezaとしてもよろしい。

C:厂頂きながら」はakceptanteですか。

A : akcepti (tr應ずる」とゆうのでakcep
tante としたら出席いたしますとならなけれ 

Iてなりませんよ。

B : malgraŭ via invito力:よし、でせう力ゝ。

D :それでよいでしょう。

C: spiteでもよくありませんか。

A:成程spiteもmalgraŭに似ていま 

すが，malgraŭは單にド反して」の意味です 

が，spiteの方は厂故恿に反抗して」となる 

のでいけません。

F: kvankam mi ricevis vian inviton で
もよさそうですね。

A: malgraŭ又はkvankamの何れでも

よろしい。但しmalgraŭは前置詞でkvan-
kam 詞であることをお忘れないよう

に。

D: 「つい」は難しいですね。fineとでも 

しますか.

E: kontraŭvole カゝ bedaŭrinde では。

B: senatenteは少し違いますか〇

A: fineは厂最後に,ついに」,senatente 
は厂うっかりして」の意味ですから違います。 

此處は厂氣にかけながらつい」となる詢の所 

ですから bedaŭrinde, kontraŭvole...... mal
graŭvole とすべきでしょう〇'出席する」は 

どうです。

E: partopreni la kunvenon ...
D:會合に出席するとは限らないから 

kunvenoを持って來るわけにはいかないで 

30 (30) しょう“毘にĉeestiだけでよかないですか。

は接續

A: Dその通りです。では一つ文章にし 
て頂いて.... ハンパ世噱

先づEさんのを

Pro troa okupiteco, mi malgraŭvole ne 
povis havi honoron ĉeesti, • malgraŭ via 
afabla invito.

D:立派なものですね。

A:充分ですが，慾を言へばmia troa 
okupitecoとした方がpro troaと續く發音 

の黠からもよいと思います。次にFさんの 

もの :一.

Mi estis tiel okupita, ke mi bedaŭra» 
mi ne povis ĉeesti malgraŭ via afabla 
invito.

これも申分がありません。次はBさん。

Bedaŭrinde mi ne povis ĉeesti, kvankam 
mi ricevis vian afablan inviton, pro troa 
okupiteco.

F:何となくしっくりしない黠があるよう 

ですね。

A:之はkvankam云々が間に挾ってpro 
troa okupitecoが切離されたからなんです。 

ですからpro tro !しkupitecoをĉeestiの次 

に置けばよいのです。

では之位で私の文例を申上げて閉會としま 

しよう。

Pro mia troa okupiteco, kontraŭ- 
vole mi ne povis ĉeesti, malgraŭ via 
afabla invit〇.

どうぞ又來月お集り下さい。

BC.... F氏の譯例は應聲答案中より逹ん 

だもので.說明の部分で檢討した般だけ訂正 

して揭げました。尙次に數氏に對して少し御 

注意を述べます。

A.
Sen* Ok氏----pera.stasの主語が見當り



ません。ke .., sentoは Tio, ke ...とする 

方がよろしい。

Koiĉjo氏----この問題はmetodoを述べ

たのではありません。寧ろsintenadoの問題 

です。 •

岩本正雄氏 superrealaは「超現實的」 

で固執し方が超現實的であることになりま 

す。

Yama-R氏一 充分に意味が捉えらませ

ん〇

Vaporo氏---- sinfiksiは考えられないこ

ともありませんが變です。

Tabuŝi-S.氏----prefere=preferante は
plivolanteの意味です。

島埼敏一氏——：＜io はpersistasの主語と 

なりますから不都合です。

B.
Jon ヨ氏---- kupitaĵo は aĵo por esti

okupita で無意味。okupaĵo ならば aĵo, kiu 

okupasでよろしい。

Noto 氏---- ĉeesti vian invitcn は;貴下

が招待する時に一緖に居る」とゆうことにな 

ります。kontraŭvoleは前に付くのか後に付 

くのか不明。

Ronda Monto氏---- miは必要ですか

ら()はとること。malgraŭは前置詞です 

からmalgraŭ (tio), keとしなければなりま 

せん。

Ĉelo氏---- troを形容詞にしてtraとは

なりません。又porはproの誤りです。

Me 氏---- nevole は kontraŭvole とは違

ってsenvoleです〇

Uaka 氏---- vizitita は invitita と取違え

たのでしょうが，speciale mi estis invititaは 

厂特に私が招待された」です。specialeでよい 

場合もありましょうが特別の場合でしょう。

JViaeda Teiĵi 氏---- por tio ke を por
keとしてよく使われますが,pro keは使わ 

れて居りません。理論上はよい筈ですが。

成續發表

A b 紗那子，M. Inaba,小笠原敏雄, 
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です。

B.今年の刀・國エスペラント大會に對する 

一般の印象はめずらしくなごやかな大會であ 

ったとゆうことである。

a.
b.
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小坂狷二

前置詞略解 37

ĉielo.靑天井のド（露天）で夕食。

Ekzistas nenio nov.i sub la suno. 
天下（此の世の中）には新しいなんても 

のは何も存在して居らぬぢゃ。XXII SUB
1.（a）【下の位置】【Sub +主格〕

Superが『より高い位逬』を示すのに 

對しsubは『より低い位置』を示す:. 

『（何）の下に（在る）』。

Super la tablo pendas elektra 
lampo, kaj sub la tablo troviĝas 
benketo.机の上に電燈が下って居,机

の下には脚堡がある。

La termometro mon tras dek gra 
dojn super ^sub) la nulo.寒暖計は氷

點上（氷點下）十度を示している。

〔注意D （a）『ド』と云ってもその距離 

が零になれば『すぐ下に（踏まれる,敷 

かれる:接觸）』となり『衣面上接觸』の

surに對することとなる。

"Ni staras sur la planko・ 床の上 

に立つ。

La planko krakis sub ni. 用な ふ

、むと（足下で床は）きしんだ。

Sur la plafono rampas muŝoj. 
天井を蠅が這って居る。

< Sub la plafono moviĝas griza 
fumo. 天井の下を灰色の烟がは

、って居る〇

前者は『天井の表面上に』の意でsur; 
後者は怯井の下（方:）』でsub.

Ni ripozis sub la granda kverko. 
大な梅の樹の下に憩うた。 .I

82 （32） Ni vespermanĝis sub malkovrita

CJt^Ĵ sin varmigi(n la sun(lum)〇 日 

向ぼつこをする,ripozi en la ombro.蔭に憩 

う。

Li apenaŭ tenis kapon super la 
akvo.首だけ水から出しているの

< がやっとであった。

Li malaperis sub la ondoj・ 浪 

に吞まれて見えなくなった。

Vento al li ekflugis sub la haŭto. 
ゾッとして冷水をあびた樣,膚に粟を 

生じた（風が皮膚の下を走った）。

Ili iris kun kantolibro sub Ia 
brako.讃美歌集を腋（下）に抱えて行っ 

た。

Ili promenis brako sub brako.腕 

を組み合って（肩に手を廻し）散步。

Cit較3 mano en mano手に手を携え〇 

Esti sub la ŝuoj de sia edzino.女 

房の尻（靴）に敷かれて居る。

1（b）〔Sub+目的格;）。Subが冃的 

格を伴えば『（もの）の下（の位置）へ（の移 

動）』を示す。 吟世

El sub la kanapo la muso kuris 
sub la liton, kaj nun ĝi kuras sub 
la lito・鼠は長椅了の下から出て寢崔の 

下へ走り込み,今寢臺の下を走ってい 

る。

La fumo leviĝis sub la plafonon.
'煙は天井へ立ち登った。

Unu tagon, promenante apud la 
reloj de fervojo, li falis sub la radojn 
de veturanta vagonaro kaj li mortiĝis.

或日レールのそばを散步して居て倒れ



て走っている列車の車輪の下敷きにな 

り死ぬ樣な事になった。

2【下位配下】『上位優越支配』の 

superに對し?ubは下位，卽ち勢力下 

に在る意味で『（支配者，力の）配下.監 

督下,庇護下，取扱の尤に（手にかかっ 

て居る）』の意に用いられる。

Tiam la rusa popolo havis super 
si teruran caron.當時露國民は

< 暴王を戴いて居た。、

Ili estis sub （la regado de） terura 
caro.暴王の治下に在った。

Ili batalis sub fla komando de） la 
generalo N. N將軍の麾下で戰う〇

Ĉio estis farata sub lia kontrolo 
（aŭ estreco）,萬事彼の監督下（管ド）で 

施行された。

La tuta lando estas sub unu sceotro 
（ = unu reĝo）.全國は一 E笏のドに統 

ーされている。

Sub Ia protekto （aŭ ŝirmo） de ・・.
.の庇護下に。

/Influo sur ni.吾人に及ぼす影響。

:Sub la influo de... …•の影響
'を受けて。 •

La kurso sub la gvido de S-ro M：
M氏指導の講習。

La respondoj estis kolektitaj sub 
Ia adreso de la iniciatinto. 回答は發 

案者の手元に（宛名で）集められた。

〔注意〕（b:庇護下の意から次の如く 

『（何）にかくれて』の用法が出る:

La Europanoj almilitis popolojn 
sub Ia masko de religio.歐洲人は傳 

道に托して（マスクをかぶって）國を取 

ったのだ。

Mi pensas, la friponoj tie sub la

basko pretigis la intrigon,きっと奴 

等はこっそりと陰謀を企てたのだ。

〔註〕Baskoはfrako （燕尾服）などの尻 

（後ろにさがった尾裳）。『尾裳にかくれて』= 

人の脊後でこっそりと,内證で。

Multaj ne scias, kia demono kuŝas 
kas让a sub Ia eksteTajo de belulino-

外面如菩薩內心如夜又に氣付かぬ者多 

し〇 …

Multaj projektoj estis prezentitaj sub 
la laŭta, per nenio pravigebla nomo 
de lingvo tutmonda0.嗚物入りでそ

の癖ちっともそれにはなって居もせぬ 

『世界語』と云う美名の下に捉出された 

案は多い〇 1
〔比較〕Em la nomo de la ĉeestantaro. 

出席者一同に代りまして（その名で）……〇

〔作文練習XVII!辭〕

1. La pentraĵo pendas sur la muro super 
la ŝranko.

2. La knabino sin klinis super la floroj(n)<
3. La luno levigis (aii lumis) super la 
nova kampo (aii lumis sur la novan 
kampon) de batalo.

4. La akvo leviĝis kaj jam iris super la
plankon. :・パ ・ノ ・・

5. Mi faletis super la radiko de la arbo.
6. Li sidas en la amo al ŝi ĝis super la 
oreloj.

7. La vilaĝo troviĝas sur la monto du 
mil metrojn alta super la nivelo de la 
maro (ati super la marnivelo).

8. Ĉu vi lernis superan matematikon ?
9. Mi rigardis, tenante la manon super

la okuloj.
10. Multaj volas sin levi super sian staton. ¢33)



岡本好次

ザメンホフ文法術語硏究3

Substantivo,
nombro,
kazo
等

7 substantivo
名詞（substantivo）については【六ヶ條文 

迭中では第二條に

La substantivoj havas la finiĝon 〇. Por 
la formado de la multenombro oni 
aldonas la finiĝon j. Kazoj ekzistas nur 
du: nominativo kaj akuzativo;la lasta
estas ricevata el la nominativo per la 
aldono de la finiĝo n. La ceteraj kazoj 
estas esprimataj per helpo de prepozicioj 
（la genitivo per de, la dativo al, la abla・ 
tivo per per aŭ aliaj prepozicioj laŭ la 
senco）・

とでゝいる。これを見ると名詞關係の文法術 

語が大體で、いる。

數にはnombroを用い（十7'ヾケ條文法の第 

一條冠詞の項に• • • ekzistas nur artikolo 
difinita （la）, egala por ĉiuj seksoj, kazoj 
kaj nombroj.とあり第三條形容詞の項に 

Kazoj kaj nombroj kiel ĉe la substantivo. 
とある。）複數にはmultenombroを用いる 

ことは上に明か。單數にununombroを用い 

ることはLR Ekz. FKの中でー-寸見當らな 

い。（或は見落しかと思うが）。併しunu
nombro の形容詞形u nunombraとゆう形は 

LR p. 63にでゝいる。

今日では單數にsingularo,複數にpluralo 
とゆう術語も用いるがザメンホフはF FK 

34 （34） LRの中でこの語は用いていない。又他に於

てもsingularoの形は用いていないようであ 

る。pluraloについては第六回万國エス大會 

での演說の中で

…grandan amasigon de la plurala
finiĝo " j "…（Originala Verkaro p. 398） 

と其の形容詞が用いられている。

格，主格,目的格にザメンホフがkazo, 
nominativo, akuz itivoを用いていることは 

上文の示す通りである。

akuzativoの用法についてはEkzercaroの 

中では

§28に建動の方向を示すakuzativoについ 

て說明があり,§ 29には前置詞省略のakuza
tivo についての說明がある。又Ekz・中では 

同じく §28に前置詞の後の格はnominativo 
を原則とする意味のことも說かれている。

尙 nominativoとakuzativo については 

LR p. 47-50 及び p. 51-53 （p. 51-52 の Pri 
la akuzativo post u trap. 52-53 の Pri 
la akuzativo post verboj de movo の二つ 

のrespondojはやはりkazoについてのも 

のでadjektivoは何等關係がないのにしRを 

編む時,間違えてこゝに揷入したのだと思わ 

れる。それ故筆者がLRを和譯した際この二 

っはkazojの方へ加えておいた。）に詳しく 

種々の場合について說明している。

この外でもこれらの術語は用いられている 

が大して重要でないからこ、に述べぬ。

エス語としてはザメンホフのとく如く格と 

しては二つであるが强いてもう一つ前置詞の 

ついたものに獨立の格を考えるならばpre
pozitivoj 前置詞格とでも譯すべきか ロシ 

ヤ語等でこの格を考えることもある）とよぶ 

格が老えられる。Kalocsay-Waringhicnの 

Plena Gramatiko ではこの prepozitivo と 

ゆう格を獨芷させている。（ザメンホフはこれ 

を認めていない。）

prepozitivoを尙細別すると・六ヶ條文法 

第一二條に出ている genitivo, dativo, ablativo 
（以上ザメホフが用いた術語）の外にlokativo, 
instrumentalo, komitativo, terminativo 等 

々前置詞の數だけ或はそれ以上澤山の格が考 

z^しレ）れ'る〇

日本語や训鮮語の助詞の類を名詞にくっつ 



けて考へた形をすべて格と考えるとやはり同 

じ樣に澤山の格を考えうる。（例へばhitoga 
厂人力:」は nominativo, bitono は genitivo, 
hitoŭoはakuzativoとゆう風にすると）〇漢 

文の於干,與の如きも同じだ。しかし少く 

ともエス語に於てはかくの如く多種多樣の格 

を考えることは,文法を煩雜にする以外に何 

の効果もない。エス語は飽くまでもnomina 
tivoとakuzativoの二格と見るのがよいと 

思う〇

前置詞が前へついたものも名詞としてはあ 

くまでnominativoの格で特別の格と考える 

必耍がなく，前置詞が前へ來ても運動の方向 

を示すために目的格になっている時はその笛 

詞はakuzativoであるといえばよいのである。

呼掛けの格vokativoも印歐語の中には別 

の形を用いるものもあるが，エス語では唯 

nominativoをそのまゝ用いるばかりだから 

特別の格を考える必要がない。（vokativoと 

ゆう術語のザメンホフの用例はF FK LR 
にはないようである）。

エス語の名詞には文法上の性がなく唯自然 

の儘の性に從う。今日文法上の性には普通 

genroとゆう特別の術話を用いる。（SATの 

Plena Vortaroにこの術語が出ている。尙そ 

こには男性,女性,中性をvira, ina, neŭtra 
genroで示している〇）ザメンホフはgenro 
とゆう語根は用いず（但しJiirgensenとの 

共箸の獨エス辭典に?eneroの形で出してい 

る。）專ら□然の性を示すseksoとゆう語を 

文法上にも用いている。普通のseksoとの 

區別をする必要のある時にはgramatika 
seksoとゆう云い表し方をしている。（尤も上 

にのべた如くエス語にはgramatika seksoは 

ないことは云う迄もない）。

例えば

・・・ En ĉiu lingvo ĉiu vorto havas （tute 
ne logike） difinitan sekson, kaj tial, 
uzante por gi pronomon, ni prenas tiun, 
kiu respondas al la gramatika sekso de 
ia vorto …；sed en la lingvoj angla kaj 
Esperanto !a vortoj havas nur sekson 
naturan, kaj tial...・（LR. p. 58）

・・・ ekzistas nur artikolo difinita （Jd）9

egala por ĉiuj seksoj, kazoj kaj nombroj.
(FK.*p.*254).

La substantivoj estas sen sekso kaj 
deklinacio...・(FK・ p. 266)

・・・ ĉar en tiaj okazoj la sekso ne ek・ 
zistas. Se ni tamen, parolante pri objektoj 
aŭ bestoj, volas esprimi difin让an sekson 
(viran aŭ virinan), tiam ni povas uzi
“li ” kaj “ ŝi ”・(LR. p. 57)

・・・ sed Ĉar ni silente interkonsentis^ 
ke ĉiun fojon, kiam ni parolas ne speciale 
pri sekso virinani povas uzi la viran 
formon por ambaŭ seksoj..・. (LR. p.
59)

Tiel ekzemple preskaŭ en ĉiuj lingvoj
ĉiu substantivo ial apartenas al tia aŭ 
alia sekso, ekzemple en la lingvo germana 
"kapo n havas viran sekson, en la lingva 
franca virinan kaj en la lingvo latina 
neŭtralan .・.(FK. p. 289) 
上の文でみる樣にザメンホフは男性にvira 

sekso,女性に virina sekso,中性に neŭtrala 
seksoを用ひている〇

中性は neŭtrala sekso よ り neŭtra sekso 
の方がよい。昔は兩者を同一に用いているが 

文法術語としてneŭtraが公用語(第二回增 

補)になったのである。neŭtralaは政治その 

他に用いる語で厂中立」の意味である•〇

中性はつまり無性故senseksaとも云えよ 

う。ザメンホフは人稱代名詞giをLR. p. 
5? で senseksa pronomo とよんでいる〇 (ili 
は男性女性無性の何にも通用するから通性 

komunseksaとよんでよいかもしれぬ。ザ*  

ンホフにはこんな用例はないと思う)。

名詞の格,數，等による語尾變化をdekli- 
nacioとよぶ。この術語はザメンホフも屢々 

用いている。(代名詞及び形容詞の詞尾變化も 

同じく deklinacioとよぶ。)例えば

・・• La deklinacio estas k:el ĉe la sub
stantivoj .(文法十六ヶ條中の第五條にあ

り 〇 FK. p. 255)。

En tiu projekto mi forigis la super
signojn, la akuzativon, la deklinacion 
de la adjektivoj, la neromanajn vortojn, (35) 35



(36)

Ie. t. p. (LR. p. 94)
En la lingvoj naturaj ekzistas la plej 

komplikitaj k- j konfuzitaj deklinacioj 
kaj konjugacioj kun grandega multo da 
diversaj formoj ne sole. por ĉiuj dekli
nacioj kaj konjugacioj,... al tio ĉi aliĝas 
multego da deklinacioj kaj konjugacioj 
neregulaj3. (FK. p. 2S9-290)

・・・ Esperanto diras al vi, ke deklinacioj 
tute estas bezonaj neniaj, ĉar ili plene 
anstataŭiĝas...・(FK. p. 290) 
名詞をsubstantivoとよばず通俗的に 

nomoとゆう語で代用することもある。

ザメンホフが名詞にnomoを用いた例は 

LR. p. 64 に
La formoj kun " u ‘‘ enhavas en si 

ĉiam la ideon de nomo aŭ pronomo, dum 
la formoj kun " a,f enhavas en si la 
ideon de adjektivo.

まだこの外にもあるだろう〇

從來文法上名詞substantivoを二大別して 

普通名詞と固有名詞とするがその際普通名詞 

をkomuna nomoとよび固有名詞をpropra 
nomoとよんでいる。卽ちsubstantivoを 

用いず nomoを用いている。(Kalocsay・ 
Waringhien の Plena Gramatiko もそうで 

ある。)これはエス語ばかりではない。併し 

筆者は名詞の恵には常にsubstantivoを用い 

名稱(名辭)の意にnomoを用い兩者を明確 

に區別したいと思う。それでないと曖昧にな 

るおそれがある。例えば Tokioはpropra 
substantivo であり見り U propra nomo だ 

力Japana Imperio といえば propra nomo 
だが japana は jipa^io とゆう komuna 
■substantivoの电容詞化したものでありim・ 
perio は komuna substantivo であるといい 

たい。Japana Imperio を propra substa 
tivoとよびたくない〇

・それはとにかくとしてザメンホフがこの術 

語 komuna nomo 及び propra nomo を用 

いたかとゆうにkomuna nomoの方の用例 

はFK F LRには一寸見卷らないがpropra 
nomoの用例は相當ある。例えば

Propran nomon oni povas nun skribi 

tiel, kiel ĝi estas skribata en la gepatra 
lingvo de ĝia posedanto, ĉar en la nuna 
tempo la fonetika skribado de multaj 
nomoj kaŭzus tro grandan kriplaĵon de 
tiuj nomoj..・・(LR. p. 40)

La plej konataj nomoj propraj kaj 
geografiaj ricevis en la vortaroj apartajn 
nombrojn. (FK. p. 266 -----この場合の

propra nomoは固有名詞とみても固有名 

とみてもどちらにもとれる)。 , 

おことはり:——本研究に使用した用書FK, 
F, LRについては第一回發表に記載した通り 

である。尙こゝに使用の材料は上記三畫の中 

ザメンホフがエス話で書いたと思われる部分 

について・一回の通讚によって得たもので多少 

の見落しがあるかもしれぬと思う。

Seppik:
LA TUTA ESPERANTO 
四六判180ペイヂ，2囿70錢,送料6錢 

中等文法,講習指淖者參考書 
東京本鄕元町

財團法人 8本エスペラント學禽

乂 GRAVAS

5UR【VIAJ LIBROJ
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第27回大會日程•決定

4月29-30 S ・大阪市公葩堂で

今年,大阪市で開かれる第2?回日本エス 

ペラント大會は,4月29日（天長節），30日 

（日曜）の2日にわたって行はれることになっ 

た。 .

この大會には，渗加者最低300人は集める

意氣込みで,主催者大阪エスベラント會は, 

腕によりをかけて，いろいろ劃期的な催しを 

計畫中である。

なお詳細なプログラムは,本號26ペイヂ 

に揭載のとうりである。

JOHKザ祭放送

仙臺屮央放送局（J0HK）は,每年ザメ ; 

ンホフ祭にあたって,エスペラントに關' 

する放送を行っているが,今年も放送すt 
；ることになり，下記のとうり決定した。; 

! 12月14日（水曜）午後3時から ;

講演厂國語と國嗓語の關係」 ;

講演者 菊澤季生氏

ローマ字書き「ベッレへ厶の幼兒」 
エスペラント隸から再耀

日本・ローマ字社では,七ルマ・ラゲルリヨ 

フの短篇のエスペラント譯 “ Infanoj de 
Betlehem ” から,石賀修氏の蘇譯したロー 

マ 字書 き u Betulehemu no Osanago n を發 

行した〇同社では,ひきっずき,エスペラント 

譯から適當のものを擇んで,日本語に•譯して, 

ロ ーマ字書きで發行する計畫を持っていると 

のことである 〇 <l Betulehemu no Osanago n 
は四六判40ペイジ，美しい□繪や揷繪がは 

いっている0

學校でエス講習許可
フランス政府が

フランス國民敎育大臣は,10月11日付，全

各種學校總長あてに回章を出し, エスペラ

ント硏究の普及を容易ならしめることは望ま 

しいことであるから,休憩時間中にエスペラ 

ントQ講習會を開くことは有効であると認め ’

るむねを通吿した。

「霧の中」再放送
今度はフランス語で

本誌昨年1月號で報道したとうり,パリ放 

送局では,露木淸彥氏エス譯の山本有三氏ラ 

ジオ・ドラマ厂霧の中」を放送したが,それ 

が好評であったので,これをさらにフランス 

語に飜譯して上演することになり,このほど 
學會を通じて,山木氏へ,ミの許可を願った。 

これに對して,山本氏は,『わが國文化の宣場 

に役立つことならば』といって,こころよく 

許可された。

2R0エスベラント版

ローマ放送局から月刊

本誌10月號で報道したロ ーマ短波局2RO 
の放送番組月報のエスペラント版發行の計倉 

は希望者が世界各國から殺到したため,ただ 

ちに實現,11月に創刊した。

この意義诔い刊行物は四六判28ペイジ, 

綠色ラシャ紙の 表紙がついている。Kadio 
Stacie, «Esperanta Voĉo», Via Montello, 
5, Roma, Italujoおてに申込めば，無料で送 

ってくれる。 （37）37
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九州エスペラント大會
〜ー=,ゝ^^ ヽ____ __—  ——-^-*~*-*̂"*  ~亠 ~ . ■

第15回九州エスベラント大會宣言 [

吾人は日本人なり。 （
吾人はH本人なるが故に柬洋永遠の平和確立に邁進する我政府の採れる皇道樂土建設 、ゝ 

の國策を支持强調し是が達成に協力す。吾人は一般日本臣民としてII常の勤勞奉仕及び（ 

聖戰下に於ける銃後の護りを全うすらは固よリエスペランチストさして正義日本の立場 

を對外的に啓蒙宣溥を行ふを以て特別の使命なりと確信し是を實踐窮行するものたりC I

第15回九州エスペランチスト瑚盟大會は, 

漢「I陷落を前に!0 "16 n13時30分から大 

牟田市翳師會馆に於て時局色を盛りあげて催 

された。
此の日秋風になびく「綠星旗」のド,下關, 

熊木,宮崎，飯塚,福岡,久留米等の各地より 

續々と集った30有餘のsamideanojの顔も 

喜びと感淤に滿ち,緊張の中に西原準備委員 

長開會を宣し,東方遙拜國歌合唱をなし,西 

原氏の挨拶に引績き，大牟田エス會長植⑴半 

次氏を大會會長に推薦，同氏の挨拶,エスペ 

一 口合唱終リて,久留米九州袴專の磯部幸一 

敎授を議長に推し，同議長の挨拶あり,書記 

に寺畸敏行（久留米），久保平季（大牟田）兩氏 

を任命し下記各地方代表の挨拶に移った〇 

熊本エス會 加藤孝一氏

飯塚エス會 野見山丹次氏

福囲エス會 新野順次郎氏 に磴く 〇

裁
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も（38）
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久留米エス會 

九醫卑エス會 

大牟田エス會 

宮崎エス會

中山元雄氏 

今成敏夫氏 

屮川年男氏 

堪山 毅氏

引績き學會その他各地よりの祝址,祝辭の 

披谿あり,大牟出の荒木遜氏より,咋年度日本 

大會出席報吿,熊本の加藤孝一氏の第14回 

九州大會報吿があり,特に大牟⑴警察曙城戶 

特离主任より,時局柄防諜的立場より見たら 

エスペランチストに對する驚吿的希幕が述べ 

られ,是に對し植山會長,磯部議長よりも同 

樣主旨の竞見を開陳され大存協談會に入る。

1.聯盟規約改正の件（大牟山エス會键出） 

植田會長自ら說明，下の如く改正を見た。 

第3條 本聯盟本部を次冋大會開催地に

淞く。

陀佛・地確定せざる陆は確定迄前大鱼地
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第5條削除す。

第7條本聯盟は年一回以上會報を發行 

す。

第8條 本聯盟費用は本部所在地の 並

本大會に警察官の臨席を得たことは色々な意 

味に於てエス運動のために有爲なことであっ 

た。（久保記）

に於て辯じ,その不足は寄附金を以て 

之に當つ。

2.次回大會招待地の件（聯盟本部提出） 

下關,久留米,宮崎等の名が擧げられた

が,結局久留米に決定した。

3.盍言決議の件（大牟田エス會提出） 

種々識論もあったが,前揭の如く決議さ 

れた。

4・ 緊急協議 （大牟田エス會提出）

本大會出席者一同より宣吉に對する具體 

的援助方法として醵金を募り多數の賛助 

を得た。

次に下記諸氏を输盟幹事に推薦した〇 

評議員 野見山丹次氏（飯塚）

幹事 都甲國久氏（"）

" 高井新治氏（九翳專）

〃 早川淸氏（人吉）

かくして終始,緊眼の中に議事を終り,時 

に17時,記念撮影の後，松屋に於ける懇親 

會場へ急いだ〇

鹽山副會長の挨拶ありて,humora ・な自己 

紹介を終れば,御自慢のkantojが飛び出す。 

先ず皮切りは何時も大牟田の黑濱で知られた 

白濱氏だ，黑い顏を一層赤黑くして歌えば, 

久留米の中山氏負けるものかと,エス治でや 

り出す,氏の歌は中々資本のかゝったようだ。 

畫の緊报に引かえて全く否々samideanojに 

のみ見られる和やかな和氣霭々たる中に何時 

果っべくもなかったが,互いに又.一年後の 

Revidoを期し,20時盛會裡に大會の幕を閉 

じた。大牟山驛へ,急竜停留所へ,綠の聖旗 

をおし立てゝ各地へ歸えるSamideanojを見 

送り,發車まで夫々名殘を惜み，“Ĝis la 
venonta Kongreso."を繰り返し別れた〇

本大會は飯塚に於て招侍されることになっ 

ておったのであるが,周圍の芳情種々止むを 

得ず，大會返上となり,他に開催希望無く14 
回繼績した九州エス大會の歷史上,X,時局 

柄,大會を中豁することは誠に遺憾なことで， 

準備不完全で,前觸れもなく,大牟田にて招 

待したものであったが,豫期に反し,斯くも 

盛大に意談深く終ったことは,各地samide
anoj の協力によるものと感謝している。尙,

营平スキー場の各旅館で，スキー客の鞄に 

付ける石版刷りの萸しいラベルには，寫眞の 

ようにエスペラント文がはいっている。（栗 

林亨氏報）

ビラ 題に・ハ・

厂街頭樂人」永井叔氏の肝入りで厂大陸を仰 

ぐ會」ができ,その會のビラができたが,標 

題のカットには,丸山鶴吉氏の筆になる厂日 

に一度で良い大空を仰いでのびをしゃう」の 

周圍に,小坂狷二氏の筆で"Grandan Ĉielon r 
と書いてある。

---------------------------------廣 吿

Selma Lagerlof
u Infanoj de Betlehem75

の日本澤

Betuiehemu no 
Osanago 

trad・ higa Osamu

Atai 50・・en （送料3錢）

美しい正しい日本語の飜譯，高雅なよそほひ 

エスペランチストはぜひ一册を

發賣:日本のローマ字社

神田區駿河臺!の1,佐藤新興生活館內 （39） 3
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各地報道
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2月號原稿締切12月20日着
ザメンホフ祭寫眞は12月23日までに 

着くようお送りください。（ただし 

そのむね20日までにお知らせあれ）

・東 足--------

松本氏送別會 

〔東京エスクルーポ:）松本健一氏送别會 

滿洲國經濟部金融合作社に入り渡滿される松 

本氏を送る會がn n 2日午後6畤半から神 

田YMCAに開かれた。出席者40餘名。司 

會者は松本氏と俱に昔から東京地方の少壯將 

校として活躍された洒井鼎・氏が果され,次々 

と起って述べる多數の方々の送別の辭の然烈 

さは,松本氏の御密鬪の御經歷の深く噬く永 

かったと正比例して仲々盡きず，人々をして 

時間の短かきを嘆ぜしめた。9時牛一同 

Espero合唱裡に散解。

多摩聖跡紀念館Ekskurso 徐定通り行 

はれた11月20日のEkskursoには,蛆田英 

一氏のgvidoで5名の參加者があり,折か 

らの快晴にめぐまれて一同頗るfeliĉaだっ 

た。參加者中には,エスペラントの會合には 

始めての出席だとゆう，東寶映靈會社の長崎 

氏や,此の春以來メキメキと復興した早大工 

ス會の責任者堀野氏等もあった。啖秋の武藏 

野は空も地も潔かった。猶，本年度のeks- 
kursoは季候の關係もあり,此を以って一應 

とりやめ，來春改めて再び始めることとなり 

ました。

40 （40） 离倉テル氏のパンフレット頒布 1〇月19

日おはれた高倉テル氏のお話を聽いた結果, 

果然Ĥ本語の進步性や國語改良問題に對する 

興味と研究热とが起り，猶，同氏の所論に耳 

を傾けんとされる方々が多いので,同氏の御 

好意に依り,同氏が『思想』10月號誌上に發 

表された厂アジアの思想とアジアの言葉」の 

拔刷を，希望の方々に1〇數部頒布しました。

水曜例倉新責任者井伏孃と決定 學會敎育 

部よりの依囑に依り水曜例會Q責任者と成っ 

てゐた松本健一氏は本年夏以來健康勝れず缺 

席勝ちだったので，爾來石川委員が代行して 

いましたが,あまり多方面の活動の信に多忙 

すぎるので,今回,松本氏の渡滿を機として, 

井伏貞子孃に,新責任者としてお願いするこ 

とにな-りました。热心な同孃は 永い光輝あ 

る水曜例會の轉統を更に榮えあるものとする 

爲 佐々城先生の“Revizoro"の御溝義の 

後の時間に,蔑课孃に來て頂いてpostkurso 
を行ったり,其の他色々の企劃を行っていま 

すので，近頃大變水曜例會が活氣付いて來ま 

した。

•ザメンホフ祭賤吿

度々の委貝會で決められたザ祭の豫定 

は下の通りです。日時12月15日午後6時 

より。場所,丸の內鐵道クラプ。佐々城 

佑先生御講話。水瞪例會■有志のRevizoro 
本讀み。社會的知名の士を招待し講演を 

お願いする。ロンドハルモニア合唱團に 

依るKanto de1'ligo合唱,笠松エ卜子孃 

の獨唱,婦人聯盟東京グルーおに依り厂風 

の中の子供」エス譯朗議。今年のkomen
cantoj のsalutoj,皇軍への感謝默菇は必 

ずやること。會費は20錢。とゆう豫定 

ですが，當日多少變更あるやも知れず, 

追って詳細御通知审上げます。
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OBG協會入磁斡施本誌前號發表通り， 

ハンガリー OBG協臼日本部への入會斡旋は, 

其後，石黑捷,松本淸,疽川の三委員の活動 

に依り111込者旣に山積し，繪本等が寄贈用と 

して澤山萊まりました。同協會の責任者グス 

タフ氏と以前から親交あり,旣に個人的に勸 

誘を受けて,入會濟みの人々を合せると,束 

京地方では會口が20數名に上る豫想です，何 

れ12月5日の締切後も繼續お:施致します。

11片講習終了生歡迎祝賀茶話會 恒例に依 

リ,講習終了者をお祝いするための茶話會が 

11月28日午後7時から學旬階上で持たれた。 

色々の都合で講習生7名のみの御出席は淋し 

かったが，此の方々を圍む約20名のmal
novuloj に依って,なごやかな空氣がかもし 

出された。祝辭は，學會から江上氏，TEKは 

石川.水曜例會は井伏孃。高見,石堂，伊藤 

三講師の御講評あり，高等科に2回連續出席 

された笹原茂三郎氏が搆習生を代表しての御 

挨拶。英他，座談にはいってからは,笹原, 

伊藤（已），石黑（捷）,和田，石堂,石川諸氏の 

kantojがあり，最後にesperoを介唱して 

終った。司會■石川,開會のsalutoは和田秀 

雄氏。

委員會の活動 第1〇回委員會は11月19日 

午後6時30分より學會で持たれた。名古屋大 

會の報吿,大阪案に依る□本エスペラント觀 

光協會の參加が決議された等種々プログラム 

はあったが,主要議題は何と云っても近ずく 

ザ祭の對策に向けられた。

TEK ロンド便り

〔ロンドハルモニア合唱團〕持望の令唱團 

が復活した。しかも發展的形態に於て。とゆ 

うのは,最近產れたクールドロ ール合唱画（指 

揮若は芝區櫻田小學校岡田良子先生）との合 

同練習とゆう形だから。クールドロールは現 

任女聲20名,男聲20名餘りの會員を擁し, 

每週火曜午後6時より數寄屋橋際銀座敎會で 

練笛する〇現在は＜£ Shuman流浪の民"其 

他をやっている〇 ロンドノ、ルモニア側からは, 

安井氏他4名程參加している。未熟練でもよ 

いから歌の好きな人を喜んで迎えてくれる。 

會費1月1圓。

〔ルビーア・クンシード〕每牙の第3月曜 

午後6叮より,日比谷東寶劇場地階グリルで 

會話會を開くことに最近決定した。產れた許 

りの赤子だったルビーアも現/E會ロ10名, 

松本健一氏を失った最近では山鹿,和山,島 

津，愿川氏等の雄辯家揃ひ.磯部，岩崎の諸 

孃も益々健在。段々成人らしく成長した。

〔マルタロンド〕每適土曜午後7時より新 

宿森永にて。I'【由作文。近頃・寸低調だがそ 

れでも10名近く顏を合せる。中垣虎兒郎氏 

は改造社に再び劫務することになった。

〔エスクラビーダ•グルーポ〕東大醫學部 

醫學科內に在り,命長西成甫先生のドに70餘 

名の會員を擁し,初尊,中等講習を行ってい 

る。また，一年中，一週一回め輪讚を行い， 

テキストは現在厂ザメンホフ讀本」を讀んで 

いる。委員は牛込區新小川町江戶川アパート 

532番戶,松本淸一氏及び王子區上十條7J番 

地大內弘氏である。

此の他は載せ切れないから次號に廻わしま 

す。猶，12刀もザ祭がありますから催物は止 

めと致します。（12月30日 石川）

東海道・

大會以後

C名古屋エス會〕大同屢結の機運 大會Q

爭務もほとんどかたずき，今Oficiala Proto- 
ko!〇を發送してほっとしたところである。人

件後の中京は大會とゆう一大デモによって氣 

勢とみに高まリ,愛知縣からQ參加者71名,今 

これ徐の間には大同團結の機運濃厚である。 

遠からずしてN.E.S. |ま日本一の大地方會と 

なるであろう。

輪讀盒每遍月曜日午後7時半より门木宅 

に於て〇 tekstoはエスペラント童話讀本。講 

師は金子英雄，丹羽正久，竹屮治助。

硏究會 每遍金曜日午後7時より,小坂氏 

宅に於て。tekstoはしa Revizoro,溝師小坂

氏〇

N. E. S.委員會 金1礎n硏究會終了後必要 

に應じて開催す。

ザメンホフ祭豫告12月15日午幾7時よ 

り,鶴舞公園前金剛石會館二階に於て。當地 

方Esperantistoは一人殘らず御參加を乞う。 

尙併せてエスペラント雄辯大會を開催する豫 

定である。 (41)41
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由比忠之進氏去る 中京エス界の重鎮由比 

氏は放送局を退き滿洲へおかれました。今ま 

で縱橫無缶に活躍してエスペラントのために 

萬丈の氣焰を吐いて居られた氏をうしなうの 

は名占屋のEsperantistoにとって非常に淋 

しいことである。 （F・Murakami）

大舎參加章及記念エハガキ,好評嘖々 

のボンチ丫イナ製バッジは,其の後申込 

多數あり,殘部僅少。海外に送って口本 

では製造禁止の金屬製バッジと交換する 

も对。木版畫の記念エノ、ガキは版を重ね 

ること二十數皈。日本趣味に富むもの,海 

外通信用に好適。いずれも，希望者は名 

•占屋市屮區鐵砲町二丁 IJ 口木方名占屋工 

ス會へ申込あれ。バッジ（40錢送料4錢） 

エノ、ガキ（20錢送料3錢）切乎代用も町 

なり。

近 畿

り11月 28 日より Baghy, Julio " Dancu, 
marionetoj nの輪講をすることにしました. 

當日午後6時30分より7時まで同所にて川崎 

直一氏に就いて"Lingvo, stilo, formoJ,の 

硏究をやります。——12月19日第3火曜日は 

通常例會とし,12月26日の火嚥日に"Viva 
Gazetonの發表をします。尙當日は本年度の 

最後の kunveno で,jaradiaŭa kunveno と 

します。——來年度は1月9 □第2火曜日よ 

り例會開催の豫定です。

---------------- -- ----------------- ---

O.E.S.ザメンホフ祭豫吿

・日時:12月15日（木曜日）。午後6時30 
分開館

場所:信濃橋角日淸生命ビル6階

早稻FHクラブ

as： 2〇錢（當日持參のこと）

當日は和歌山の小笠原氏,元外國話學 

校々長中目氏の特別講演及びエスペラ 

\ ント劇。獨唱會のamuzaĵojを催す徐 
ゝ定。

OES消息

〔大阪エス會〕每週火曜日午後7時より早 

稻山クラブにて例會•開催。u Nu itempaj 
Rakontoj pの輪讚。當日6時半より川崎氏 

に就いてuLingvo, stilo, formonの硏究。 

11月15 □第3火曜日には"Viva gazeto” 
の第1回發表をなした。參會若20數名に及び 

非常な好評を博した。"Viva gazeto"は續 

けて行く豫定。JJ16日大阪外國語學校 

のoratora kunveno が『ガスビル』で開催 

され，最初にエスペラントのparolado が同 

校の同志前田君によって厅われた。◊豫吿通 

り11月4日より每週月,水,土午後7時より 

早稻田クラブにて短期エスペラント講習會を 

開催。Kursanoj10數名。講師は貫名氏。 

011月20 ロ（日曜日）は豫吿通り阪和淺香山 

にビクニーコを決右。快晴。晚秋の郊外を心 

冇くまで樂むことが出來た。CĴiŭda Kun
veno は11月17日を以て一先打切り,出席 

者はMarda Kunvenoに合流しました。

號告每適火曜日午後7時より早稻田クラ 

ブ（信濃橋角日淸ビル6階）にて例會開催。

42 （42） teksto は"Nuntempaj Rakontojn を打切

カナモジ•ローマ字

エスベラント座談

〔富山エス會］12月27 ロ午後1時半より 

富山大丸特別室にて,我等の热心な同志・馬 

場八十松氏の骨折で,エスペランチスト，力 

ナモジスト,ローマジストの合同座談會厂文 

字と言葉の存」開催，出席者,カナモジスト 

山口誠一氏（カナモジ會評議員,厂カナノノ、夕 

ヶ」發行者）神戶より來富,大阪よりは飯田 

淸次郎氏（厂カタカナジダイ」編輯者）わざわざ 

來富,ハ十嶋氏,今村氏,ローマジスト側，富 

山高校の平岡伴一氏（ローマ字界のオーソリ 

チー）。富山縣技師の伊藤令二氏,エスペラン 

チスト側は渡部先生，五艘氏,南陽堂の若主 

人,岩杉,以上10名。賞□馬場氏急病にて 

缺席，渡部先生司會のもとに,自己紹介を終 

って,各自の立場から，國字,國語,國際語 

の問題に就いて意見の交換,山口氏は旣に明

北 陸--



Jaro XX LA REVUO ORIENTA N-ro 1

治39年にエスペラントを學ばれたエス界に 

とっても草分の人，飯田氏,平岡敎投皆エス 

ペランチストでもあるため,まことに和やか 

な會となり，話はいつ果てるとも見えず，續 

いて昭和會館に移リ夕飯をとりつつ快談,山 

□氏,平岡敎授の談に我等は大いに啓發さる。 

分け登るふもとの道は異れど同じ高嶺の月を 

見んが爲で,各立場は異っても同じ理想に向 

っても進む同志，つい別れ難く 2度場所を移 

して，富山ホテルの山口氏の室で10時頃ま 

で歡談,飯田氏，山口氏を驛まで見送って, 

有意義だった一日を彩る。席上三者の緊密な 

共同勤作が約束された。偶然驛では五百石の 

深井正淑氏大阪出張に逢う,談またしばらく 

であったが大いにはずむ。

平田氏を圍んで岡本好次氏の來訪を機會に

新京の同志は滿洲國最高檢察庭次長:平田勧氏 

をヤマトホテルに訪間した。（詳細12月號）前 

列左から:住吉氏，僞村博士,平U1氏,岡本氏

北海道
後列:大谷正一氏,住吉夫人,田中貞美氏

聯盟會員50名に至る

〔北海道エス聯盟3 HEし 本部では其の後 

勸誘狀を印刷して，全道の同志に發送しっゝ 

あるが先月配布した印刷物と相俟ってガゼン 

豫想外の効果をあらわし,その後加盟者は11 
月25日附で16名あり,その外申込者7名 

あり會員數は50名に至った。11月中に文書 

による總會を開く事になって居るが,同印刷 

物は11月30日附で發送の緣定である〇議題 

は幹事改選事務に關する件,會計報吿等であ 

る。全道の學會員諸君は一人も殘らずHEL 
に加盟していただきたい。1年分會費20錢 

切手代用は2錢切手のこと。

札幌市南四條西14 丁目

田上儀子夫人逝去

去る10月11日北大豫科敎授田上政 

敏氏夫人儀子氏が逝去された。同夫人 

は舊姓小田桐といい，高橋邦太郎氏の 

姪に當り,大正7年札幌廳立高女卒業 

後エスペラントを學ばれた方で，札幌 

に於ける斯語硏究の最初の女性でなか 

ったかと思われる。後北大に來任され 

た田上氏と綠星によって相結ばれ,今 

日まで同氏と共に永く學會々員であら 

れた。この計に接して札幌エス會では 

會長高瀨氏より富時の思い出話などを 

承り,三m智大氏送別q記念寫世に在 

る夫人の面影を偲び心から哀悼の意を 

表した〇

北海道エスペラント聯盟本部

（HEし本部報）

〔札幌エス商］北海道も愈よ雪に埋れる冬 

の诡只中に突入して來た。赤々と燃えるスト 

ープを菌んで，樂しい同志の集りが每水曜繰 

り展げられている。札幌エス會こĥ當分上向 

線を辿ってなかなか脈やかだ。相集う者窩瀨, 

木村,相澤,長田,佐藤,畏田，東，栃內，永 

見等々の而々で文字通り元氣潑剌。Tekstoと 

して Universala Legolibroを使用している。

〔小梅佛敎エス會〕 1〇月7日最德寺內書院

に於て例會,出席者岡崎,藤川,脇坂,伏見,

岩田。講讚厂イソップ物語」,和文エス譯とし 

て岡崎囊夢氏指導のもとに新課佛敎聖典から 

拔萃の厂聖話編」を飜譯することにし,同夜 

は難解な固有名詞並に語句に就て研究した。

〔舉會帶廣支部:）平形由勝君の送别館 今 

春來热心な會•員として御活躍を願っていた平 

形君が12月10日仙臺の聯隊へ入營されるこ 

とになったので,口月19日千秋庵にて送別 

會を開いた。出席者は平形,沼田,佐藤，大 

村,澤谷,原田等の諸君。 （43） 43
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SUR LA ĴURNALISMO
■■■■aso新聞薙誌とエスベラント■■■■ob

新i ;聞

大阪朝El11.8厂エスペラント講習會」大 

阪エス會の講習會豫吿。（田中逹雄氏報）

大阪毎日（阪神版）11・16厂大阪外語の萬 

國話大會」ーー大阪外國語學校の萬國語大伶 

が,支那話,英話,獨語,……エスペラント餘 

13ヶ國語で開かれる。

ヨ本讀書新聞11・25厂エス語學會“小坂 

賞"募集一小坂賞，ならびに,それに關 

する各種募集要項,およびエスベラント文化 

協會の企劃について。

小樽新聞11・27 ロシアの童話「臆病な兎 

——脇坂圭治譯」 厂エスペラント譯より」 

と追記。（江口音吉氏報）

中外B報11.27厂エスペラント界にも遂 

に革新期來る一竹內藤吉」言語委員を批難 

し,UEA機關誌にでた厂エスペラント廓淸運 

動」を紹介。

名古屋新聞!0-17厂正義□本を宜揚•第 

26回エスペラント大會」。

雜

中央公論 11月號厂水と音樂の國フィンラ 

ンド——市河彥太郎」に『外か 

ら電話がかゝると大變だ〇受話器を手にとつ 

ても厂それは一體何語であるか?」と云ふこ 

とがわからない事が度々あった。英，獨,佛, 

ロシア語,スウェーデン語，フィンランド語, 

エスベラント... 等種々雜多の言葉を話す。』

（市河氏は外務省文化事業部第三課長）

石商校友倉報 11月號厂國際定期見本市か 

ら——南生」一國際見本 

市,觀光案內等にヱスペラント實用。

石剛石12月號厂思ひ立ったが吉日」一社 

長松井氏が,エスペラントの晚學 
について。

年 egi : SSa :

朝日年鑑 厂圖書出版界主要記錄ーの項13年 

6月に『日本エス語學會は萬國 

共通語たるエスペラント語のパンフレットを 

發行して日本の正しき認識を世界に求める計 

劃を建てた。』（遠藤榮吉氏報）

時事年鑑厂世界——敎育・文化」の項に『厲 

國共通語」——これは,從來もあ 

った力s14年版には,從來の厂萬國エスペラ 

ント協會」の代りに厂國際エスペラント聯盟」 

の名があげてある。

Pura sapo,,Floro de Amo '
黑砂糖入石鹼一一 -化粧用•浴用

★同志各位の熟烈なる御支援を感謝します。 

今度石鹼面の押刻文字を改正しました。

表面 ”FIoro de Amo11
裏曲 „T. S. Fabriko, Nagoja" 

★包装紙に „SANIGA KAJ NUTRA POR 
VIA HAOT〇“のエス文字入。

法和エス兩文の說明書添付。

★年末年始の御贈答には是非!

—最も效果的なエスペラントの流布宣傳。 

★一人でも多くエスペラントに按して頂く爲

に下記の年末特賣を斷行します。

打數 Prezo
（內地;）

打數 Prezo (矗)
s .虧 ・丄u ミ Z.54 ・46
仏 ；4 3.36 .54
1 卫 5以上旧・80 貴着拂

2 ・38 |見本一ケ切手12錢

◎名古屋市內は多少に不拘配達。

◎仏打入,仏打入,1打入の三種があります■

44 (44)

名古屋市•丁種本町:六丁目 大ĴE石鹼製造听
気話南局5488 （名芳社内丹羽） （外務部）



大長老を皮切に•戰線からも

謝恩の熱誠忽ち630 ロ
小坂賞委員會報告

小坂賞基金の設定が,全國エスペランティ 

ストの熱烈な支持により,大會で決議され，口

月號でそれの寄附募集が發表されるや，小坂 

先生に對する謝恩の熱誠は溢れて,發表後わ 

ずか半ヶ月，11月末日までに,すでに359 ロ 

の寄附金が送られた。

11月號を發送したのが，12日夕方。13日は 

日曜。14日月曜早々に拂込まれて,15日に着 

いたイの1番は,丘老博士の1〇□，丘先生は, 

日本最初のエスペランティスト,小坂先生に

とっても大先輩であるが,この大長老が第一 

石を積まれたことは,願ってもないことで， 

この擧にとって,まったく幸先よいことであ 

った。

遠くは大遍奉天からも,いちはやく寄附 

金を送られた方もあるが，ことに軍醫少尉と 

して北支に從軍中の三家氏が,ただちに戰線 

から應募して來られたことは,われわれの感 

激に堪えないところである。

府縣別にして,寄附者數では東京府が最も 

多く.金額では,さすがに提案者大阪エスペ 

ラント會の地元大阪府が斷然頭角を拔いてい 

る。また大會開催地であった愛知縣は,金額 

では,東京と第2位を爭っている。

この勢いから推して考えれば,一應の締切 

日である12月末日までには,ほとんど選定 

の額1,300圓に近い寄附金が得られるのでは 

ないかと豫想される。

小坂先生の功を敬い,徳を慕う人は,この 

際おくれることなく,この意義深い擧に對し 

應分の寄附をなされることを期待する。

小坂賞基金寄附者芳名（1）
11月15日から11月30日まで

—受付順〔敬稱省略〕——

長府 野原休一 6 
奉天アリマ・ヨシハル10

東 京 丘淺次郞 

山縣光枝 

平川さだの 

平川寬 

馬場淸彥

神 戶 田口龍雄

津 野知里慶助

弘 柳田英二

川 戶U!健治
北海遺 新田為男

石川縣 濱田正榮

神 名兒耶磬

東 林本榮二

大 村上质一

豐 西村正雄

宇治山田 太郎修

東 吉m太市

柬 上田嘉三郎

八 央戶圭一

飯 平田鬼丸

札 村山靜子

小 江口音吉

大 松原雪江

大 川崎直一

no 2

〇

6
 2
 0
2
 2
 2
 4
 2
 4
3
 6
 2
 4
2
 6
 4
2
 1
0
 4

札幌 

和歌山縣 

名古屋 

東京 

大阪

京都

大阪 

名占屋

東京府

彥

关

松

甫
 

加

正

欽

成
 

"

中

木 

佐

田

白

西

支

京

連

都

形

東
 

北

東

大

京

山

束

兵应縣 

大連 

柬京

富山縣

進藤靜太郎 

桑原利秀 

伊藤幸一 

中原脩司 

細川卓郎 

ヒワマサズミ 

高田作雄 

下村芳司 

比留間恭平 

三家三雄 

米田由紀 

前川周次 

關本至 

篠田秀男 

岡本義太郎 

多木燐太郞 

石崎分一 

鈴木豐三郎 

福富義雄 

野津明道

1
1

40
10
20
20

1
10
4
2
6

20
2

10
4
2
2

20
4

20
2
2
6
4

東 

大 

京 

北 

靑 

山 

神

右 

愛 

三 

和 

兵 

山

滿 

戰

計 359 ロ
X .50

179.50
K

府縣別寄附高

人n
京 14
阪 8
都 3

海逍 4
森 1
形 1

奈川 1
山 1
川 1
知 3
霓 2

歌山 1
庫 3
ロ 1

□
66
96
166
2

20
2
4
4

66
12

1
24
6

岡 2 10
東州 2 4

洲 1 !〇

地 1 10
計 50 359
一小坂賞委員會幹事 （45） 45
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昭和14年1 
月號。

"La Revuo 
Orienta"が, 

ました。

この第20年を祝う嵐味Q 

特輯,誌上座談會厂 そQころ 

を語る」は,非常に興味深い 

記嘟になりました。

☆

今月號から,寄稿者Q特別 

の指定なきかぎり，ローマ字 

は,內閣訓令式,かなは,調程 

會案によることにしました。

☆

12月號厂個人消息」の欄で 

和知らせしましたように,松 

本さんが滿洲國入りをされま 

した。热心なかたで,ことに 

最近1年は,よくお働きくだ 

さいました。特に學會の會計 

事務に對する，なみなみなら 

ぬカ添无については,深く感 

謝しております。

この號Q厂個人消息」欄に 

ありますように,山比さんも. 

滿洲國入りをされ,守隨さん 

も,大連へ赴任されました。

------------ 守隨さんは 

學會評議員, 

かつては非常・に御活躍くださ 

ったかた,由比さんも大變热 

心なかたです。

これら三氏を迎えたことを 

契機に，「新しき土」のエスペ 

ラント運動がよりよき發展を 

遂げるであろうことを期待し 

ます。

三^個人消息ヨ・一

由比氏憲洲國入第26回大 

會副會長由比忠之進氏は,奉 

天省瓦房天街滿洲ペアリング 

製造株式會社へはいられた。 

守隨氏滿鐵入學會評議員守 

隨一氏は滿鐵調査部に入り大 

連へ赴任。

久保氏宛名3月10日まで 

下記あて。

Chez Monsieur Dronchat 
44 Rue de Ecoles

Paris 5°, Francujo

10月號から,この雜誌の型 

は,規格判によっておリます 

が,この號から，その型に適 

した組方にするよう，いろい 

ろ硏究中でございました。

もっともてっとりばやい方 

法は,印刷面をちじめること 

ですが,そのためには,ペイ 

ヂ數をますか,內容をすくな 

くするか,どちらかにしなけ 

ればなりませんが,その一方 

は,規格判採用をいそいだパ 

ルフ・國策の主旨にもとること 

であり，あと一方は,われわ 

れのしのびがたいことであリ 

ます。

その結果が,この號の體裁 

でございます。きわめて微妙 

な工風ですから,はたして, 

期待しているだけの效果が， 

外觀のうえにあらわれますか 

どうか••• M-Ŝ

古本讓り度し

1• Hoyer-Kreuter
TECHNOLOGISCHES 

VVORTERBUCH 
Alfred Schlomann 60851

2.外 發行エスペラント圖

書40册 25圓
上記1は獨英佛三國語のも 

の。但し製本し直して立派で 

す。2は目錄を差上ます。二 

葉亭四迷の世界語辭典も含ま 

れて居ます。

東京市世山谷區代田2の688
古澤末治郎

廣 吿=

東亞の新事態に對應すべき,わが國文化の前進 會費（一年分）

をめざす阈民的使命にめざめたエスベランチス 

トは,ロ本エスペラント學會に入會して,これ 

が發展に協力すべきである。

入會案內お申越し次第送呈

正會員 3 圓

普通會員 2圓40錢
賛助會員 5 圓

特別會員 10 lffi
終身會員（一時金）100圓以上

エスペラ

<6 (46)

毎月一囘 
一日發乔

編覲嗾 
發行人

印刷人

印刷所

大 井 學

竹 田 佐 藏

一匡印刷所

ン ト 第七年 昭m十三年十二冃十日 4“本

第一號 昭和十四牟一月一日 & «

定價-部20錢・鋼5厘;翳牒牆:麴 

|SaH本エスペラント學會幣劈 
0r東京市本郷區元町1丁目13番地4 電話小石川5415



わnらはチンドン屋rない 

最上の宣傳は心を摑むこ芒だ

過去!年あまb,世界のあらゆる厨から，いわれなき誹謗が日本 

に集注されだとき，一平和の愛好者一たる歐米のエスペランティス 
トが，一切沈默匕:口,爭態を靜机した態度こそ胛英すべき事實 

である3丈:那のエスペランティストだちの懸命の宣傅も,何らの 

反響を呼びもこしていない。この事實に直面して,われわれは, 

われらの威信が，彼等に對して,いかに大きかったかわ Uしみ 

欝きをもって，FI覺するのである

世界のエスペランティストは，われらをとうして,だれよ5も 

深く H木を知わだれにもまして，I」本にイミ賴しているのだ。今 

日にいたるまでの長いあいだの,われらの無言の宣傅が，われら 

口身にすら氣付かれず,彼等の心を摑んでいたのだ、さねばこそ, 

われらが今次堆戰について語るとこみを.,彼等は，疑うことなく, 

あ〇のままうけいれたのだ。

今にして，われらは一膚はつき〇知る,宣傅は，にはか作5の 

チンドン屋の業でないことを!

今や朿亚新吓態の黎明にあたって，われらの使命は一層遠い。 

われわれは，よ5ー财强く歐米エスペランティストの心を摑み,彼 

等をして,まっさ玄兀，H木の進む道を

理解せしめなければならない。その意味 
に塔いて,IEしに對し,一層積淹的な協 

力を與えることは,一佰，艮期建設にb 
ける不加H本の稿神の誇示であI）, 一面 

日本の前進に對する，彼等のよ〇よ直理 

解への王道である。

祖阈日木を愛する者よ，われらを信賴 

し日本を知るIEしを支持せよ!

Internacia Eミ p .-Ligo 
入會資格:學會正倉員

MJ （年錨配布）2圖50錢
MA （年鑑と月刊“Esp.

Internacia r 酉E布）6 DU
MAH（年鑑と週刊“ Heroldo

de Esp.” 配布） 1619
MS （年鑑 El, IIE） 20 00

Heroldo de Esperanto 媾讀料
半年分6 IHI75錢•1年分13凰53錢•見本2J錢

• El見本1部送料共2Ŝ錢

財團法人日本エスベラント學會

•HE見本 ,，„ 20錢 

・年鑑見本¢1937年鑑）1@ 
手績:住所氏名を淤字と口ー 

マ字で書き, 冏費を添へ,學 

會宛申込めばよい。

東京市本鄕元町 振替東京11325番 第2回締切:12月28日
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Monate eldonata de 

Japana Esperanto Instituto 
Japanujo, TOKIO, Hongo-Motomati 
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あ
げ
7:
が
を 

妇
も
ふ
と
鸟
、特
に
今
日
、
こ
の
瞬
間
、
 

わ□

ら
は
强
く
勇
氣
づ
け
ら
れ
る 

祖
國
未
曾
有
の
重
大
時
局
に
際
、し
て
讥 

野
原
休
一
エ
ス
譯
日
本
書
紀
第
四
編
を 

世
1:
送
ち
ヽ

わu

ら
仃
意
義
深
い
こ
ご
に
妇
も
ふ

こ
の
第
四
編
に
收
め
る
一 

と
乙
ろ
は
、
あ
た
か
も. 

佛
敎
が
日
本
へ
始
め
て- 

も
た
ら
さ
れ
、
こ
れ
が
・ 

H

本
の
思
想
を
强
く
搖
・ 

ぶ
り
、
政
治
に
對
し
て- 

非
常
な
影
響
を
與
へ
な 

時
代
の
姿
で
あ
る
。 

聰
明
厩
戶
皇
子
の
革
新 

・
專
橫
蘇
我
父
了
の
榮
華 

・
英
邁
中
大
兄
皇
子
の
果 

・
俊
敏
屮
臣
鎌
足
の
深
謀. 

こ
れ
が
推N

朝
文
化
を 

背
衆
と
し
、

い
よ
い
よ 

わ
が
阈
」咎
化
也
の
」
 

う
へ
に>

も
生
彩 

あ
る

ifh

分
を

BŜ.
開 

厂

ぐ

き

ら

の

シ

、 

し
よ
う
と
し
て.
ゐ
るC 
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